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外國語の素養あみ者のための國寳的名苦

小坂狷二著

エスペラント捷徑

著者は，云ふまでもなく,わが國エスペラント界の最高權威cこの捷径は,その人G 
名著で，幾十種のエスペラント獨習書中に比類なき士寶である。- 

に分け,前篇:;は,犠響血・■・帝mi—i、rTir 
の讀みものを與へ，戈 

破すれよ類書十!）威

〇 ー・城鈔前後用篇 
林曲翳®,核… 

-れ］丄环こお乙-本書-・册・を徹底的に讀 

半ついて學ぶよ零娜^實な賛力を獲得ずる奄i 2:できる。

小舉臨1集けの人のた一 卅斜.

日本エスペ？ント學會編斬部編

エスペラント講座
・ 菊判・104頁・ 50錢•送劈6錢

一卷を三篇にわけ,上篇は,外國諳の知識の全憑ないものにもよくわかるよう,全く 

のABCからはじめて，初彩:法•ヱ般を說き」低羊は，高等文法;後篇黒親切な譯 
註附きの讀物を多數入れてあ養 これについて學ペぱ,小學校卒業だけ.@ものでも, 
最短期阻に最大の實力を得ることができる "

宣傳用書を兼え

^ 城戶崎±

エス ペ ラ

四六判• 48頁・ 3Q
一頁に一項目づつ盛り,知識十五項,文法十五項,讀物七課。全文（;ポイントおよび 

7ポイント活字でぎっちりつめこんであるから，內容は普通の木の百數ド頁分あっ 

て,これ一冊で，エスペラントとは何かといふことから,文法一般まで知りつくすこ 

とができる。寫直版凸版四十餘個入り，印刷鮮明,これをFにとれば,誰でもエスペ 
ラントをやってみたくなること請合ひゅゑ，宣傳用として効果百プロツェント!

東京市松!!元町 財團法人日本エスベラント學會 翊東京11325番



野原休一氏譯和漢古典

日本書紀
JAPANA KRONIKO

旣刊三册・以下續々刊行・各册菊判百頁乃至百七十頁 

定價各册1圜20錢•送料9錢

日本書紀が,古記事とともに，わが國の史學の上に，文學の上に，國民思想の上に， 

占める位地の偉大さについては說明を要しない。今や日本の一擧手一投足力; 

全世界の注視を集めてゐるとき,このエス譯が刊疔されることは特に重要な 

愆義を持つ。飛躍日本への認識の出就は，それの民族精神の淵源への探究か 

らなさるべきであらう。原典に近寄り得ぬ人々し この平易明快な譯文によ 

って,我々の祖先たちの逞ましく美•しい業鑽を,畏敬の眼を以て觀ることが 

でき,そこに雄々しく潔癖な太古の民との血のつながりを再發見する。

!神代紀•神武天皇紀 天地創造より神武天皇の建國の伸菜完成にいたる日本民族の生誕記 

悠遠なる神々の物語は神韻渺茫たる抒情詩となり,構想雄大な神武天皇の・ 

征の穀記は雄i审なる英雄詩となってゐる。史上最大の瞬間に處する萬人必讀

U綏靖天皇紀ーー應神天皇紀 本篇におさめるところ七卷,崇神天皇の御代における日本民 

族の大膨脹から,日本武般の東征南伐を經て,神功皇后の三韓征伐,應神天 

皇時代における海外文化の•轍入に至る黎明期日本の若く輝かい、姿が躍る〇

IH仁循天皇紀一宣化天皇紀 床しく去傷ましい宇遲若郞子の自殺によって建設された倬大 

な統治者仁徳天皇の聖代に始まる本篇は，內,萬代不易の皐位繼承の順位确立 

と,外,離合常なき三韓經營との歷史を以て一貫し眉輪王の慘艇,一言主命の 

出現,衣通姬の悲劃等を揷話とする美しき,悲しき，また雄湧な歷史劇である〇

☆

大學 庸
GRANDA LERNADO KAJ DOKTORINO DE MEZECO

四六判百頁•定價60錢•特製75錢•送料6錢

儒敦がH本精神の糧として,これが成長に貢献したところの大であったことは,三歳の童子も 

知るところ。大學・中留は,この儒敎の本義を最も端的に示すものである。

日本を育んで來たこの聖典によって，故を溫ね，明Hの日本の新を知和。

孝 經
LA LI BRO-KONSTANTAĴO DE FILA PIECO

四六判三十六頁•定價30錢・送料3錢 

く、身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以融父母孝之終也» 

孝經（ま孝道に關する孔子の敎へ。國家の安寧电世界の平和も凡て孝道觀念の 

發揚に依って庶綾せらると說くところ,思想混沌たる今日の世界へ贈る聖典

東京本鄕元町 財團法人日本エスベラント學會 振替東京11325番



エスベラント

LA REVUO ORIENTA
• Aŭgusto 1938 •

表E：女秦竇遂寺勒菩薩思惟像(飛島83寫 

眞)El la japana belarto: Statuo de 

Majtra Bodisatvo meditanta, K6r}ŭ- 

zi templo, Uzumasa, Kioto (verkita 
antaŭ 13000 jaroj) E

ロ繪: El la sezonoj de Japanujo： Maro

LA ENHAVO
Kulturo

Dr. H. Asada: Patrujo el la vidpunkto de konstruo de 
homa korpo..................................................................10

淺田一・人體の構适から見た祖易

Kultura Kroniko Japana ♦...................................................... 6
日本文化通信 ]|

T. Macumura: Legendoj de aino......................................... 3
脇坂圭二譯•アイヌの傅說

Lingva Studo

岡本好次•ザメンホフ文法序說.......................••.......... 14
Y. Okamoto： Enkonduko pri la Zamenhofa Gramatiko

川崎直一:名詞•語源と用法..................................... 22
N・ Kawasaki: Etimologioj de substantivoj

Lernigo

小坂狷二•前置詞略解一PRI • PRO ....................................... 18
K. Ossaka: Pri la prepozicioj—Pri, Pro

伊藤己酉三・日本なるもの........................................28
K. Itoo: Gvido pri la tradukarto

Movado

現時局とエスベラント ..............................................2
La aktualaj cirkonstancoj kaj Esperanto

Japana Esperantisto al Europo tra Usono ........................... 13
久保貞次郞氏を送る

後援會•全國の會員,團體諸氏へお願ひ........................... 36
Alvoko al la tutla ndoj membroj

Libertempa Legaĵo

池川淸•エスペラントの家訪問記................................ 32
K Ikegaŭa: Viz让〇 al Esp-Domo, Arnhem

Kroniko

LA REVUO ORIENTA............................................... 37
Esp.海外放送-久保氏歐米へー日本觀光エス協會創立一三行ノヴァア 

ジョイー內地報道一個人消息一新聞犠誌とエスペラントー後援會報吿

LITERATURO KRESKAS •新刊紹介 ............................... 21

本鄕だより• Redakciaj vortoj ...................................... 46
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EL LA SEZONOJ DE JAPANUJO :—MARO 
ĉirkaŭas Japanujon—ĝi konsistas el longa ĉeno 
da insuloj kuŝantaj en la ocean〇. La japanoj 
nomas sin ** filoj de la maro." Kaj tial estas 
tute nature, ke la lando naskis tiom da herooj 
kaj heroinoj de la konkurso de naĝado ĉe la 
Olimpiado.



エスベラント

ハ月號

現時局ビエスペランチスト

本學會の規約（卽ち財團法人日本エスペラント學會寄附行爲）第 

二條は一本會ノ、國際語エスペラントノ普及發展ヲ圖ノレヲ以テ目的 

トシ併セテ阈際語エスペラントエ依ノレ我國文化ノ世界的發揚ニ資 

センコトヲ期ス」と述べてゐる。

乙の態度は,我國に始めてエスペラント普及事業を起した先覺 

者達の遺した傅統的精神りに基くものであって,實に三十餘年に 

わたる運動の歷史の物語ると乙ろである。

しかしながら本會設立當時の社會情勢にもいては，主として阈 

際語エスペラントそのものの普及宣傳に大きな力を注ぐ乙とを必 

要としたため,我阈文化の世界的發揚を目的とする事業は，組織 

的な形をとる餘裕を有たなかった。めとはいへ，日露戰爭後及び歐 
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洲大戰後の我國エスペラント事業擡頭の波は,それぞれ當年の國 

民的自覺,アジア諸民族の平等要求の氣運と步調を一にしたもの 

であって,この立場において，我阈のエスペランチストは阈語の

擁護を叫び，外國語萬能主義の打破に努めたのであった。

その後一般社會を襲ふためまぐるしい思想の潮流が若き日本の 

文化諸事業に少からぬ影響を及ぼしたことは•人の知ると乙みで 

あるカキ我がエスペラント事業も亦その例外ではあ心得なかった。 

乙ゝにもいて,學會はエスペラント運動が本來何等の主義思想と 

結ぶべきでない乙とを明かにして,相戒めたのであった。

しかるに支那事變發生以來玆にー ・年, 乙の間國民精神の昂揚は

澎湃として起兵文化運動一般に對しても，正しく日本 

命に立つ全面的白省が要求され民族と夂化,日本的なものへの考 

察が當而の課題として取上げられた

日本にもけるエスベラントの普及および硏究の中心機關『こる學

會にもいても亦時局の重大性を認識し・エスベラント團證として 

の文化的職能を通じての國民的使命の達成に邁進すべく着々とし 

てその準備に努めつ、あったのであるが,俄かに活潑な組織的活 

動に移ることには機能上の困難があった。’

乙の間個人的に國際語の武器を利用して,或は海外のエスペラ 

ンチストに對し個別通信によし事變の眞因を說明し•或は多大の 

私財を投じ若くは相醵金し諸種の交書を印刷して海外へ配布し 

以て我國の正義の立場を闌明せんとするエスペランチストが多數 

に上った。。そして會員の一部には熱心の餘5本會に對し不滿の意 

を表せられるむきもあったが,大多數はその事情を察し,よく學 

C325) 3



會に對する信賴を持續せられた乙とは眞に感謝に堪えない。かく 

て本會の霓傳部門を擔當するエスペラント連動後援會が，今年四 

月その第三年度を迎へるに際し,三月十四日の幹事會にもいて, 

今後はその币點を阈策への協力におき,エスペラントを通じて我 

國の文化よもび出變について海外の認識是正に力めることを決定 

し,仝らに四月十七Hの臨時理事會において正式にこの方針を確 

立し,今後の學餉II版物，機關誌編悔についてもこの方針を皿映 

せしめる乙とにした。この決定が發表されるや忽し多數の會ii諸 

氏の賛同を得,前年度に幾倍する熱心な財政的後援と多數翎ii諸 

氏の勞力奉仕とによレ 極めて知い期間にちいて注目に慣ひする 

事業を遂行することを得たのであつた少

こゝにもいて本會の眞意が行動によ.って示されるや,日本の工 

スペランチストは最も明かな國民的自覺の上に結集し,十數年來 

にして名實ともに舉會を中心とした大同團結が遂げられる機連に 

立到った。

よって,本學伶はエスペラント運動の進むべき力向を明確に示 

し,以て全日本のエスペワンチスト諸氏の積極的協力む要請する ; 

ために六月十九日，二十六Hの兩囘にわたり理事評議員會を開き， 

乙の聲明書の作製發表を討議決定しだ。

卽ち本會は國際的接觸面の最も多い文化團禮としての特殊の機 

能を將來ますます發揮して，我阈の文化を廣く海外へ紹介しの日 

本を正しく認識せしめ,今H歐米諸國にもいて往冷見られるが如 

き偏見を除くことに努力するは勿論，その他エスペラントヒ利用 

し得べき一般の諸卅業に對し進んで協力し厂さらに日木の轉換期 

4 (326)



にもいて起5つゝある音語および言語敎育の問題に對し最善の寄 

與やせんとするものである。

このためにも，エスペラントの言語的硏究，もよびにの普及に 

今後ますます努力するはいふまでもない乙とである。

全國のエスベランチスト諸君;今や我等は非常の時局に立つ。 

願くば本會の意のあると乙みを諒とせられ，本會をして皇國の大 

理想たる東洋平和,八紘一宇の精神に基き，以て將來ますま肯こ 

の事業に邁進せしめられんことを。

財團法人日本エスペ ラント學會

理中泾 K 彳i 和三郞

1）學會創立以前,蓮動ノノ初期において 

t,例へば原田素杆氏發行"〇ふ□怙 

Azio笃日本エスペラント協會發行 

"Japana Esperantisto ''等の雜誌におい 

て，日本文化の紹介が意圖されてゐた。 

2？個別的には,例へば小坂狷匚:氏「東 

洋白珠集」，岡本好次氏「古事記匕その 

他“La Revuo Orientan誌上におけ 

る占典飜澤等の業が多數あげられる。

3）特に頸若なるものとしては,香港中 

村繭利氏の支那側H傅文に對する反駁文 

書，東京露木淸彥氏「近彳运首相國民精神 

總動員演說」,「近葡首相議會演說」のエス 

譯，和歌山小笠原譽志夫氏"La Lumo” 

誌の「亭妻特別號」,大阪進藤靜太郞氏「良 

識と支那事變」（學會と協力〉ヱスベラン 

ト報國同盟"Japana Esperanto-Servo,r

などがある。

4） 國策映畫「東洋卩利の道」の梗槪，

メゼイ博T:「支現事纯所感」，「廣田外相 

議會演說」,ファレエル「事變下日本の印 

知,「FI本建築小史」,「エス譯愛國行進 

曲」等を印刷:海外へ發送した。

5） 文學作品の飜譯出版を始め日本の歷 

史，藝術,科學零あらめる文化部門にっ 

いての紹介が考へられる。

6） 例へば萬國博覺會,オリンピック，そ 

の他皇紀二千六H年に際し開かれる各檢 

篇國會議への協力がさしあたっての問題 

である。

7） 中等學校外國語問題の解決,國語國 

字改良問題の促進等への參加が數へられ 

るC
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KULTURA KRONIKO JAPANA 日本文化逼信

El Aktualajoj en Sciencuĵo 科學界時事

Du ultrarapidaj fotografiloj

Du novaj ultrarapidaj fotografiloj estas invent让aj. Unu 
de D-ro Z. Tuzi estas uzebla por studi deformojn pro
kolizioj. Per tiu aparato oni povas analizi transformiĝojn 
en 000 ゝ°*  un do. Estas precipe notinde,
ke ĝi kostas nur ĉirkaŭ mil jenojn. La alia estas inven-

超高速度の。發明

された

辻二郞。歪み

衝擊c解析する。 

變化

tita de D-ro T. Simizu kaj S-ro M. Ilirata ĉe Instituto 
por Fizikaj kaj Kemiaj Esploroj en Tokio. Ĝia celo estas

淸水武雄。平旧森 

三。理化學硏究 

所

fotografi la substancon en rapidega movado ĉe du bone
difinitaj tempoj (kun la interspaco de 
sekundo).

1 1
10.000 ~ 106

物質

Alkoholo el sekigita terpomo

La fabrikado de alkoholo el terpomo estas nenio nova. 
Tamen praktikigi ĝin en grandskale)estas ĝis nun mal
facile, ĉar kostas tro multe la transporto de pezaj terpomoj. 
Lastatempe D-ro K. Kurono elpensis simplan metodon por 
sekigi kaj malpezigi terpomon. Tiu ĉi metodo estas 
neniam uzita eĉ en Germanujo, lando la plej riĉa je 
terpomoj・ しa metodo estas tre simpla: unue oni glaciigas 
terpomojn en la kampoj en vintro kaj poste oni sekigas 
per la sunradio. Tiamaniere terpomoj fariĝas sekaj kaj 
tiel malpezaj ke la kosto por transportado estas preskaŭ 
neglektebla. D-ro Kurono diras, ke tiu ĉi metodo ne estas 
lia elpenso, sed la ainoj jam delonge manĝadis kukon el 
tiamaniere sekigitaj terpomoj ・

airo: aborigena raso en Hokkaido, norda insulo de Japanujo.

馬鈴薯

大規榄

黑野勘六

凍結さす

度外視できる

アイヌ

土着の

La plej granda ciklotrono en la mondo

Fizikistoj koncentrigas en la lastaj jaroj sian atenton 
al ciklotronoj, kiuj montras al ili fundamentajn fenomenojn

サイクロトロン

物理學者 

集中さす
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字宙

研究室。仁科芳雄

原子核

de Ia kosm〇. La plej granda ciklotrono en la mondo estas 
jani preskaŭ preta en la laboratorio de D-ro Y. Nisina por 
la studo pri atomkern〇. Per tiu maŝino oni povas detrui 
preskaŭ ĉiujn atomkernojn・

分類 ’

規格化

敲立された

中村淸二

眼科。和川三造

Klasigo de koloroj

Komitato por la normigo de koloroj estas estabi让a. 
Inter la komitatanoj oni trovas P-ron D-ron S. Nakamura, 
fizikisto pri optiko, S-ron S. Wada, fama artisto ka- Ĝis 
nun en la mondo troviĝas tri ĉefaj provoj pri la normigo 
de koloroj, nome tiu de Marcel en Departemento de 
normigo en Usono, tiu de W. Ostwald en Germanujo kaJ

銅潑の。菊 tiu de Kortikultura Akademio por Krizantemoj en Francujo. 
La ĵusnaskita oficiala kom让ato japana ne plu uzos la 
vortojn "ruga”，"blua", ° flava", ktp. sed oni difinos la 
kolorojn per numeroj.

Redaktita de Scienca Fako de la Redakcioe
•

科學界時事

■

Aktualajoj en Belartujo
保護 Protekto de la Ŝtonbudaoj en Ia Norda Ĉinujo
池內'去 D-ro H. Ikeuĉi, profesoro pri la historio de la Oriento 

ĉe Imperia Universitato de Tokio, revenis el la Norda 
Ĉinujo, kien li iris por esplori la Templon de Ŝtonbudaoj

大同

遠征〇從事する 

保存。洞窟の

apud Tatung.
Lia ekspedicio rezultigis, ke oni decidis okupiĝi pri la 

eterna konservado de la grota templo, skulptaĵaro unika 
en la mondo・

La grotoj estas prilaboritaj antaŭ 1600 jaroj dum duon
jarcento. Sur la internaj muroj de la dudekkelkaj grotoj

刻まれた

紋樣 ・

風化する

無學の

estas cizitaj sennombraj statuoj grandaj kaj malgrandaj de 
Budao kaj anĝeloj kaj diversaj desegnaĵoj・

Hi estas lasitaj dum dek-kelkaj jarcentoj efloreski kaj 
detruiĝi per la mano de la senkonaj aborigenoj・ しa grotaro 
estis prezentata por la unua fojo al la sciencujo de la

仔東忠太 

建築術 

北京政權 

巨夬な

mondo en 1906 de D-ro T. Ito, japana sciencisto pri 
arkitekturo.

La Pekina reĝimo jam destinis grandan sumon por la 
protekto de la kolosa artaĵo, kiun laboron plenumos japanaj 
sciencistoj ・
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Takeo Macumura

LEGENDOJ DE AINO

Naskiĝo de la tero

Antaŭ longa, longa tempo, kiam la tero ankoraŭ ne estis kreita, ĝia 
tuta parto estis plena de koto, sur kiu oni ne povis trovi monton, nek 
riveron, nek arbojn kaj herbojn.

Dio pensis, " Mi kreu teron "・ しi vokis motacilon kaj ordonis: 
u Mia motacilo! Iru malsupren el la ĉielo, kaj formu teron ゝ
La motacilo tuj malsupreniris. Sed ho, kion fari! Ĝi ja konfuzigis 

pro tio ke la koto plenokupas Ia tutan parton. Tamen, post kelka tempo, 
ĝi malsuprenflugis sur la koton, kaj vigle movante tie siajn flugilojn, ĝi 
ondigis senlace la koto n. Jen la koto iom post iom sin apartigis en du 
partojn; akvo kaj ŝlimo. La akvo unuigita fariĝis maro, kaj la ŝlimo 
tero.

■

Aino-insulo formigita de dioj

Kiam la tero kaj la maro estis formitaj, la motacilo tuj iris al la 
ĉielo, kaj diris al Dio pri tiuj faritaj aferoj- Kaj jen, Dio denove sendis 
por formi Aino-insulon (nuntempe, Hokkaido) du diojn, unu el kiuj 
estis viro, kaj la alia estis virino. La virdio havis decidon ĝin formi 
en du partoj de sudo kaj oriento, kaj la diino en parto de okcidento.

Nu, ili ambaŭ promesis, ke ili konkuru, kiu el ili plenumos pli frue 
sian taskon ol la alia.

Dum la diino faradis pli kaj pli la okcidenton, ŝi renkontis survoje 
unu virinon・ Jam de antaŭtempo estas tiel dir让e， ke la virinoj estas 
ĉiam babilemaj. Ankaŭ ŝi do tute forlasinte sian laboron, enparolis por 
longa tempo kune kun tiu virino. Dume la virdio diligente faradis, kaj 
jam estis elfarita plejparto de la sudo kaj la oriento.

La diino rimarkis tion, kaj tre konsterniĝis. Ŝi nun rapidis por sia 
parto. Jen vi vidas, kial la okcidento estas elfarita tiel sovaĝa kaj 
maldelikata.

Naskiĝo de diablo

Kiam Ia tero estis formita, Dio per pioĉo kun tri pintoj skrapis 
ĝiajn altajn partojn, au glatigis ĝiajn malglataĵojn, kaj perfektigis ĝin.
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Post tiu ellaborado, Dio forĵetis la pioĉon en la monto. Gi komencis 
putri iom post iom. Kaj spite al la penso, ke ĝi baldaŭ elputros kaj 
detruiĝos, ĝi senputre kaj sendetrue fariĝis multaj multaj diabloj.

Naskiĝo de homo
(i)

En la komenco de la naskiĝo de F tero, Dio pensis, Mi kreu 
homon Kaj Li konsideris, el kiu Li ĝin kreu, ĉu el ŝtono, au el tero, 
au el ligno. Li fine decidis, ke Li kreu homon el tero kaj ligno.

Unue, Dio knedis teron, kaj poste, formis homkorpon. Li due faris 
stangon el tranĉita saliko, kaj trapikis per ĝi la mezon 
Ĝi estas dorsaĵo・ Kapharoj estas faritaj per stelarioj;

de la korpo, 
homo estas

kre让a tiamaniere・
Sed, homo ne povas ĉiam daŭre teni sin en rektstaro pro tio ke la

dorsaĵo estas farita el saliko. Do, ju pli homo pliaĝiĝas, des pli lia
dorso kurbiĝas.

Naskiĝo de homo
(2 )

Jena rakonto okazis kiam Dio estis kreanta homon.
Kiam homo estis tre baldaŭ elfarota, Dio havis urĝan aferon. Kaj 

Li devis unufoje reiri al la ĉielo. Li do vokis lutron kaj ordonis:
“ Mia lutro! Mi devas iri al la ĉielo pro urĝa afero. Sed, mi tre 

bedaŭras, ke homo ankoraŭ ne estas elfarita, sed mi venigos anstataue 
alian dion por tion daŭrigi. Vi do prenu mian figuron bone en vian 
memoron, kaj kiam tiu anstataŭa dio alvenos, detale sciigu tion al li- Cu 
komprenite ? Mi fidas vinn. \ 'ヽ・

u Jes, Sinjoro la lutro respondi s. u Mi gardos vian ordonon
Tuj post kiam Dio iris al la ĉielo, Ia lutro sin jetis en Ia riveron, 

kaj naĝis tien kaj reen. Kaj ĝi manĝis kaptitajn fiŝojn. Nu, pro tio ke 
tiu kaptado estis tro amuza, la lutro tute forgesis la ordonon de Dio. 
Tial, ĝi nenion rako ntis kiam la anstataŭa dio alvenis.

Tio ja estas la kauzo, ke homo e就as elfarita tiel neperfekta.

aino: aborigena raso de Hokkaido.

motacilo鶴鴿 stelarioはこべ lutro川獺

Trad. Keiji Oaktsaka
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D ro HAZIME ASADA

PATRUJO EL LA VIDPUNKTO DE KONSTRUO
DE HOMO KORPO

Oni ofte komparas la konstruon de patrujo kun tiu de la homa korpo. 
Nes ifiĉa kono de konstruo de homa korpo ne malofte kondukas la klarigon 
al danĝera ideo. Kelkaj el niaj samnacianoj estis kulpiĝintaj pro tio. Sed 
el la vidpunkto jurmedicina mi opinias ke nia patrujo ŝajnas esti ideala, 
havante tute similan konstruon kiel nia korpo. Nur nia patrujo povas esti 
komparata kun ĝi, sed tute ne la ceteraj.

Mi ofte dissekcas homan kadavron mortigintan je malsato. Ĝi estas 
skeletigita, perdas plejparton da muskolo kaj ĉirkaŭ duonon de hepato, 
reno, stomako kaj intestoj. Iuj aŭtoroj insistas ke pulmo kaj koro ankaŭ 
perdas iomete sian volumenon kaj pezon. Sed neniu kontraŭstaras al la 
fakto ke la cerbo kaj nervo tute ne perdas sian volumenon nek pezon.

Kiam nia arterio estas tranĉ让・ ni perdas sangon kaj mortas； se samtipa 
aŭ O-tipa sango ne estus tuj transdonota・ Ĉe tia kadavro ni ne povas 
rigardi sangan koloron en ĉiuj organoj krom koro kaj cerbo, kiu lasta estas 
ankoraŭ sufiĉe sangplena kaj vere funkcias ĝis tuj antaŭ la morto.

Tiamaniere ĉe nia korpo la cerbo estas ĉefo de la ĉelaro kaj estas 
gardata de la restaj ĉeloj ĝis la pereigo de vivo. La vivo estas la stato de
regado de la cerbo kiel la ĉefo de la ĉelaro. Se la regado estus malhelpata
de iu ajn kauzo, do Ia korpo mortas. Por gardi la cerbon perfekte, la
resta ĉelaro potencplene agadas kaj laboras.

La korpo konsistas el 4,000,000,000,000 ĉeloj, tamen ĝi estis komence
unu sola ĉelo koncipita. La ĉelo dispartigis en du, kvar, ok ktp. ktp. ĉiam

konstruo 構造 muskolo 筋肉

jurmedicino 法醫學 

dissekci解剖する 

skeletig让a 骸骨になった

hepato肝燄 

reno腎臟 

stomako 胃

intesto 腸 

pulmo 肺 

koro 心威 

volumeno 容積
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algrupiĝante al unu tuto.
Lau la procedo de evoluado ĉeloj difereciĝas en multaj grupetoj, aŭ en 

nerva, muskola, osta, hauta sistemoj, au en diversaj organoj・ Post la 
diferencigo ĉiu sistemo gardas sian heredon, ili ne plu povas interŝanĝiĝi 
unu al la aliaj. Tiele la osto ne plu povas fariĝi la nervo, nek la muskolo 
farigi la cerbo ktp・ ktp.

Ĉe nia patrujo Iau historio la praavo de nia imperiestro alvenis kun 
siaj parencoj kaj popolo al nia lando, kie ankaŭ jam sin trovis indigenaj 
popoloj・ Ili unuiĝis al unu perfekta tuto kiel la koncipita ovo, kaj el ili 
elvolviĝis niaj nacianoj ・ Tute nature du klasoj, reganta kaj regata, diferen- 
ciĝis. La politika formo ŝanĝiĝis multfoje en la kuro de 3000 jaroj, sed 
ĉiam nur sub la trono de Ia ĉiopova, sangpura, tradicia imperiestro oni 
povis havi politikan rajton regadi popolon・ Tia potenculo estis ĝenerale 
parenco aŭ boparenco de tiama au alitempa imperiestro.

Ĉe nia patrujo la sango de la reganta kaj la regata klasoj estas intime 
interrilatantaj. Tiu kiu estas senpera pranepo de la imperiestra praavo 
rajtas esti imperiestro. Ĉiuj nacianoj pensas ke la imperiestro estas dio, 
superhomo, kaj povas eĉ tuj morti, se li ordonus. Niaj militantoj ne timas 
morton, ĉar ili kredas ke ili batalas por Lia Majesteco・ Tia rilato tre 
similas al la konstruo de nia korp〇. Kaj nenia alia nacio estas komparebla 
al la nia. -

Ĉe nia cerbo mezcerbo kaj oblonga medolo estas absolute necesaj al la 
vivo? dum la cerba sfero povas manki por Ia kutima vivo. Por pensado, 
rekonado, atento, juĝo ktp. cerbaj sferoj estas nepre necesaj. Per ripetado 
de samaj agoj cerba kortiko ne plu partoprenos al ili, sed nur Ia suba 
centraro, kiu sin trovas precipe en la parto hipotalama. Ce malaltaj 
animaloj la cerbaj sferoj ne estas elvolvitaj. Ili perfektiĝas nur ĉe homoj. 
La grado de elvolvado de cerbaj sferoj indikas altgradecon de la animalo.

cerbo 腦 funkcii 作用する evoluado 進イヒ

nervo 神經 ĉelo細胞 indiĝena 土着の

arterio 動脈 koncipi受胎する & opova 仝能の

samtipa 同型の procedo 過程 V •: ・心:
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La homo estas kompreneble la plej altgrada el ĉiuj vivantaĵoj. La altgradaj 
funkcioj de cerbo dependas de la elvolvado de cerbaj kortikoj. Eksperimente 
oni povas eltranĉi la cerbajn sferojn kaj la animalo povas vivi tute 
reflekseme. Se oni enmetas manĝaĵon en la buŝon, ĝi manĝas, se ne ĝi 
nur dormeme vivadas- La cedo de funkcioj de cerba kortiko al subaj centroj 
estas ne alia ol savo de energio kaj simpligo kaj rapidigo de la ago. Sen 
partopreno la kortika centro sciigas kaj kaŝe kontrolas 巨in. Ĉe nia patrujo 
oni diras " sirosimesu n 匕 e. sciiĝi, kiu signifas regadon de la imperiestro. 
Lia Majesteco ne senpere partoprenas al la kutima politiko aŭ regado, sed 
nur aŭdas kaj sciiĝas. Tio similas al la funkcio de Ia cerba kortiko, kiu 
kontrolas tamen senpere nekutimajn aferojn. Ce ni grava stata afero estas 
senpere regata aŭ kontrolata de Lia Majesteco mem.

La konstruo de la homa korpo estas modelo kiun la naturo kreis kun 
la plej altgrada prudento, precizo, delikateco kaj rezono. Tia konstruo 
devas esti la idealo kiun la grupo de popoloj povas havi por altiĝi, fortiĝi, 
riĉiĝi, civiliziĝi kaj moraliĝi- Tia konstruo ne povas esti realigebla artefarite 
inter malsamaj rasoj aŭ eĉ ĉe samsangaj rasoj, se la pureco de Ia sango 
estis perdita. Feliĉe ĉe nia patrujo tia konstruo elvolviĝis tute nature, 
spontane, kun neniom da artefaro en la kuro de pli ol 3000 jaroj.

Respubliko ŝajnas esti alloga al junuloj. Sed pripensu kiu kaj kiom el 
vi povus esti prezidant 〇. Ĝenerale la situacio daŭras 4 jaroj n. Ni vivos 
60 jarojn. De la aĝo de 25 jaroj ni povus havi okazo n 9 fojojn fariĝi 
prezidanto. Estas sennombraj aspirantoj, estas multaj pote neaj partioj 
politikaj, al kiu neniu povas partopreni sen ekonomia influo. Ili konkuras. 
Elektito ne ĉiam estas ideala persono, ofte tute kontraua・ Ĉu oni povas 
morti antaŭ la elektita prezidanto kun kontento kaj dankemo ?

Junuloj, ne hontigu nian samnacianojn, praavojn! Sintenadu kiel 
Nipponoj!

pranepo 子孫

praavo 先祖 

mezcerbo 中腦 

oblonga medolo 延髓

cerba kortiko 大腦皮質 

hipotalamo 視丘下 

reflekseme 反射的に 

funkcio 機能

spontane 自發郎“こ 

respubliko 共和國
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Juna Japana Esperantisto al Eŭropo tra Usono
S-ro S・ Kubo, nia talenta amiko vojaĝos

S-ro Sadaĵiro Kubo, komitatano de nia 
instituto kaj unu el la plej talentaj espe
rantistoj en nia lando, iros al Eŭropo, kie 
li vizitos multajn landojn en kelkaj monatoj・ 

La celo de lia vojaĝo estas interŝanĝi 
desegnaĵojn de lernejaj infanoj. Li kun
portos pli ol 3,000 laboraĵojn de japanaj 
geknaboj, kiujn li kolektis el elementaj 
lernejoj de urboj kaj vilaĝoj・ しi kunportos 
ankaŭ 100 valorajn reproduktaĵojn de maj
straj verkoj de la japana belarto kaj eks
pozicios en la vizitataj urboj・

S-ro Kubo estas gradigita 1932 ĉe
Imperia Universitato de Tokio, kie li studis la pedagogion. Li estas ankaŭ 
kompetenta en kritikoj de belarto. Kaj k el esperantisto, li estas tre bone 
konata jam de s a studenta vivo pro la elokventeco kaj la bona talento 
prezidi kunvenojn.

Li perfekte posedas la anglan lingvon, tiom k e li estis unu el la 
gvidantaj membroj de la japana delegitaro al la Konferenco de Japan- 
Usonaj Studentoj, kiu okazas ĉiujare alterne en japanaj kaj usonaj urboj 
de post 1934. Kaj li povas paroli ankaŭ germane. Sed tamen, li diras, li 
praktikos laŭeble en plej multaj okazoj nur esperanton dum lia vojaĝo tra 
Ia europaj landoj, konfidante al la bonkoreco de niaj samideanoj en la 
vizitotaj lokoj, kiuj por rekompenco povos profiti la okazon de lia viz让〇 

por propagando de nia afer〇.

S-ro Kubo ekiros la 4-an de aŭgusto el Jokohama per NYK-ŝipo Hie- 
maru. Li travojaĝos Usonon ĝis la fino de septembro kaj en la komenco 
de oktobro alvenos Londonon, kie li restos unu monaton kun sia bofrato. 
Kaj poste li vizitos laŭeble multajn lokojn de la tuta Eŭropo.

Karaj samideanoj de Usono kaj de la eŭropaj landoj, ni estus tre feliĉaj, 
se vi varme akceptus nian amikon kaj donus al li bonkorajn helpojn ĉe lia
vizito al viaj urboj. JAPANA ESPERANTO-INSTITUTO
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岡本好次

ザメンホフ文法序說(2)

ザメンホフが十六ヶ條のPlena Gramatiko 

以外には唯上述の樣な斷片的な文法上の解答 

や說明を與へたのみで，組織だった文法書は 

一册もか\なかった。それは何故かと考へて 

みると,これには次の樣な二つの理由がある 

と忌ふ〇

C1?まづ彼はエスペラントの言語上のdis

kutoj がエスペランチストの陣營を分裂さす 

ことをおそれたからだと思ふ。エス語の發表 

された當時Volapŭkが全盛を極めながら數 

年ならずして言語上の改革意見の對立から陣 

營內に分裂がおこり衰微したことを目就に見 

せつけられてゐる。しかもエスペラントの陣 

營にも改革:意見がとびだし,一頃大分このre

forma movadoのゴタゴタがつVきやっと投 

票の結果改革が敗退してし瓷ったがそねにし 

てもその後も改革派が絕無でなく時々改革意 

見を提出するといふ有標だった。

だからザメンホフとしてはこの改革派の人 

々にも口實を與へぬ樣自分自身キエス語につ 

いてはこれ以上かれこれ嘴を入れないことに 

きめ,唯發表當時のまゝの十六ヶ條の文法だ 

けをneuzeblaのものとして他の疑點につい 

ての研究はエス大衆の輿論によって方向を定 

めしめ,最後の決定權をもつものとして, 

Lingva Komitato と Akademio をつく った 〇 

そしてザメンホフは自分自身何かの機會に 

與へた!ingvaj respondojはすべて個人的意 

見(personaj opinioj)と見なすべきものとの 

ベしKや Akademioの決定のみoficialaの 

ものだといふ立場をとった。この事は上述の 

Lingvaj Respondojの随所に散見する彼の言 

によって知ることができる。

Lingvaj Respondojが一部單行本になっ 

て出版されるとき彼はその序文の中でも

Sed mi denove atentigas la legantojn, ke 

miaj Respondoj devas esti rigardataj kiel 

opinioj kaj konsiloj absolute privataj，- fari 

oficialan decidon pri tiu aŭ alia duba lingva 

demando havas la rajton nur nia Akademio^ 

post voĉdona interkonsiliĝo kun la tuta 

Lingva Komitato.

と述べてゐるのもその一例である。

卽ちザメンホフは自分の意見も他の酋の意 

見も個人的意見にすぎずとしLKとAkade

mio に全權をゆだね,言語上の意見の相違に 

よる糜擦を少くすることにつとめた。そのお 

蔭でエス界には幸ひ分裂騷ぎがおこらなかっ 

た(Idoの難のため多少の動搖はあったとし 

ても)。

しかもザメンホフは特に自分がエス語の發 

案者であるがためいろんな意味で自重すべき 

だと考へ,萬一自分の個人的の意見を澤山織 

込んだ大文法書でも發表して反對意見の文法 

家達の反駁をうけ文法上のpolemikadoに自 

分自身がまきこされるやうなことがなればそ 

れほエス語の發展上非常に有害であると考へ 

たにちがひない。

この考へを裏書するものは1910年にザX 

ンホフがS-ino Marie Hankelに出した次の 

ハガキの文句でもわかる。卽ち

Kara sinjorino! 一 Kiam mi siatempe 

redaktis la germana-esperantan vortaron 

(eldonitan de Borel),gi estis afero tute 

senkulpa, ĉar ĝi prezentis nur konsilon pri 

novaj vortoj; tamen kelkaj personoj forte 

min atakis. Se mi nun eldonus pli grandan 

gramatikon, ĉiuj nekonsentantoj atakus 

min ankoraŭ multe pli. Persone mi tiujn 

atakojn ne timas, sed por nia afero ĉia 

polemiko, en kiu mi estus enmiksita, estus 

tre danĝera. Multe pli bone estos, se mi 

staros flanke kaj lasos la decidon pri ĉiuj 

dubaj demandoj al Ia Akademio aŭ al la 
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verkistoj.

P. S. Miajn klarigojn mi povus doni 

nur en tia okazo, se pri tio petus min ne 

privataj parsonoj, sed la Lingva Komitato.

C2）第二のもう一つの理由と思はれるもの 

は次のことである。卽ち彼はまた文法上細々 

した法則がかへってエス語の發展を阻害する 

ことを認め，エス語をしてできるだけ自由に 

のびのびと生長させたいと考へたらしい。そ 

してその自然のまゝに放任したまゝの言語活 

動中に漸次細かい法則が出來上ってゆくだら 

うといふ考へを抱いてゐたと思はれる。彼は 

Akademioと雖も無暗に法則を案出してエス 

語を拘束せぬ樣,艇々警吿的意見をのべてゐ 

る。卽ち彼はしingvaj Respondojの序文の 

中で次の如くのべてゐる。

Sed kiam mi vidis, ke multaj personoj 

vidas en miaj Respondoj kvazaŭ ian 

u oficialan decidonn pri tiu aŭ alia demando, 

kaj miaj Respondoj sekve povus malhelpi 

la tute liberan evoluadon de nia lingvo 

aŭ malhelpe entrudiĝi en la kampon, kiu 

devas aparteni plene al nia Akademio, mi 

ĉesis publikigi la Respondojn・・..

Oni tamen ne malkomprenu min・ Mi 

tute ne apartenas al tiuj personoj, kiuj 

dezirus, ke la Akademio donadu al ni kiom 

eble pli da decidoj. En lingvaj demandoj 

ĉiu superflua "decido" katenas, kaj ni 

devas esti kun ĝi tre singardaj; "decidojn" 

oni devas fari nur en okazoj de efektiva 

kaj senduba neceseco !

卽ち彼は初に細い規則を與へていろいろ試 

練するよりも自由のま 1にいろいろ各人勝手 

に書いてゐる中にいろいろの法則が生れでゝ 

くることをのぞんだのである。

彼は1893年に句讒點の用法について答へ 

た中で

Kaj nur la uzo iom post iom ellaboros 

por tiuj ĉi negravaj detaloj difinitajn 

regulojn ・

と書いてゐる。かういった意味のことは屢々 

彼がくりかへしてのべてゐるところである。

彼のこのやり方,卽ちいろいろのprovoを 

やってみて defin让iva なreguloやformo 

が漸次自然と決定することをのぞんだことは 

彼がUniversala Vortaroこ1894年）中にない 

新しい語彙を案外多く使用して種々のP^vo 

を行ったことと考へあはせてみて同一の密岡 

にもとづくことが考へられる。

彼はあらゆる言語は文法（Gramatiko）と 

語处（Vortaro）のニ要素からなりたつてゐる 

ことをのべて ¢1889年 しa Esperantisto誌 

上でもその他の著述中でも〕ゐる。

そして彼は文法書はつくらなかったが,語 

彙を集めた辭典の方は大いに努力してつくっ 

た。卽ち1889年に臨エス辭典及:びエス獨辭 

典を出し1904年には獨エス鄭典及びエス獨 

辭典を出してゐる。しかしてこれらにはじni- 

versala \fortaroにない新語を加へてゐる〇 

そして上の獨エス辭典の第二版の序文には 

「もし適當な譯語の見當らぬ場合このエス獨 

獨エス兩翳典を見てもらへは，私がとんな語 

根をpreferiするかじわかる（Lingva Komi

tato が別の形を採用せぬ場合は）」と述べてゐ 

る。

そしてこれらの黔典の中へ入れた新語（ne

ologismoj） に對する非難にたいしても說明し 

てゐる。これは1904年CapG宛の手紙で, 

後にしingvo Internacia誌に發表された〇 

（Originala Verkaro 428 頁參照）〇

その後もザメンホフは自分で新語の表をつ 

くってそれをしingva Komitatoに提出しよ 

うと考へ態々バリとブラッセルへ相談の爲め 

旅行した。しかし有力者の意見がまちまちな 

のをさとりこの案をひっこめた（1これについ 

ては しa Revuo 1906-1907 p. 385-38? にザ 

Xンホフ自身のべてゐるう〇

その後1911年Oficiala Gazeto誌上でも 

Plena Vortarego （完成大辭典）の必姿をのべ 

Lingva Komitatoが編藝に努力すべきをのべ 

てゐる。併しLK力:何もしないので彼は1917 

年2月19日付のMarie Hankelに出した手 

・紙の中でcこれは彼の死の直前ニケ月前〉最 

近 Plena Germana-Esperanta Vortarego の 

編纂を始めたとのべLKがPlena Vortarego 
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をださぬので口分がこの住事に着手した旨の 

べてゐる。しかし彼のU:事はまもなく隹祠の 

ため不掘の咨となってしまったのて未完のま 

ゝのこされた。

かくの如く彼は詰藏の增大といふことに久 

きな執着をもつ•こゐた。それに比して細々し 

た文法法則をふくんだ大文法*については大  

して努力しなかった樣にみえるので不思嚴に 

思ふかもLれぬ。しかし前述の如くこの彼の 

二つの態度は決してお互に矛盾するものでな 

く，却って一つの統一した考へからでゝゐる 

のである。卽ち彼は新しい術諾を澤山導入し 

て〔それは決してoficialaなものでなく----

このことについては彼もTiu rapidece preti

gita vortarego tute ne estus deviga …と 

のべてゐる）唯一日も早くエスおが單に日常 

の用齬のみでなくあらゆる科學の分野にも活 

用されることをのぞんだからである。そのた 

め新語の見本を澤山エス大衆に發表したかっ 

たのである。これは決してエス語の自然の發 

連をkateniするのではないのみか,却って 

エス語の發展の手助をするものである。這っ 

てゐる小供の手をとって立つ練習をさせる樣 

なものである。文法上の細則をきめなかった 

のはこれは却ってkatenoとなるからである。 

卽ちザメンホフの Vortaregoの完成への憧 

憬と大文典の刊疔を不問に附した二つの態度 

はこゝに統一した一つの見解から出股するも 

のであるといふことができると思ふ。

以上の二つの理由からザメン亦フは大文祛 

書を著述しなかったものと思ふ。

次にザメンホフ文法とでも名づけるべき文 

法書を書くには二つの立場があると思ふ。そ 

の第一はザメンホフが發表した十六ヶ條の文 

法やDua Libroの中で發表したEkzercaro 

中の文法上の意見や1894年に出したEkzer

caro や三期に亙るしingvaj Respondoj等の 

材料を集大成してつくりあげる兔のである。 

併しこれには大分材料が不足する場合が多く 

第二の文法による材料を補はぬと完成せぬと 

思ふ〇

その第二は ザメンホフの實際の!ingvuzo 

い言語使用）の用例から歸納した文法法則をお 

つめてザメンホフ文法をつくる方法である. 

これは材料の不足はないと思ふが,その材料 

の蒐集と整理は相當永い間の努力を必要とす 

る。

尤もこれらの兩者は大體一致してよいわけ 

である。そしてお互に助けあはぬことには完 

成したものが出來たいといってもよいかと思 

ふ。尤も敎科文典でなく理論的な文典とする 

にはザメンホフの用例のみを集め之をその理 

論文典につくりあげると全く別個のザメンホ 

フ文典をつくることもできるかと思ふ。瘠ザ 

メンホフの文法を考へてみるにあたって考へ 

るべきことはザメンホフののべた文法法則に 

してもそのlingvuzoにしても時代と共に變 

遷してゐることである。1887年,エス語を發 

表した當時と晚年とでは相當の變化をしてゐ 

る。

今はこゝにホンの一例をあげてザメンホフ 

文法の時代によん變遷をみてみることゝして 

この小論文を終りたいと思ふ。

卽ちザメンホフが冠詞の省略形“1'”につ 

いての與へた規划の變遷を見てみたい。

まづ十六ヶ條の文法では（これは1887年 

エス發表の時から存在する規だが）

La fina vokalo de Ia substantivo kaj la 

artikolo povas esti forlasata kaj anstataŭata 

de apostrofo.

といっこゐるだけであるが1888年刊のDua 

Libro 中の Ekzercaro の中では

Anstataŭ "la'' oni povas ankaŭ diri 

"1'"se ĝi ne estos malbonsona・ 

とのべ發音さへよければいかなる場合にでも 

省略できる樣な說明をしてゐる。而してザメ 

ンホフ自身もこの時分Cエス發表の初期?には 

1'をさかんに用ひ，Dua Libroの中でもje 

de rapidigi V aferon, malgraŭ U 

intenco, pri r, kun 1'amikoj, pro F, ne 1' 

aŭtoron … 

等澤山用ひてゐる。

しかして1889年にしa Esperantisto誌上 

で答へた意見では

• La formon 1'mi uzas ordinare nur post 

prepozicioj, kiuj finiĝas per vokalo; en ĉiaj 
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aliaj okazoj mi uzas ordinare la plenan 

formon la, ĉar alie la senco povas fariĝi 

ne klara, eĉ ia sono ne agrabla.

とのべてゐる。卽ちこの時は母晋て終る前置 

詞の後のみに自分は1'をつかってゐるとい 

よ》のじめる〇

1893年Esperantisto誌で答へたものは

La uzadon de “ 1'(apostrofita "la ”)ni 

ne forigis; sed ĉar tiu ĉi formo estas ne 

tre necesa escepto el regulo kaj estas 

kreita precipe por mallongeco en la versoj^ 

tial ni en prozo uzas nun ordinare la formon 

konstantan (u la ”) kaj konservas la formon 

apostrofitan speciale por versoj....

とのべ韻文で1'を用ひ散文では主として】a 

を普通用ひるとのべてゐる。

1894年に始めて出たEkzercaroには

Anstataŭ “la” oni povas ankaŭ diri 

"P " (sed nur post prepo 方cio kiu finiĝas 

per vokalo).

とのべ母音で終る前置詞の後でのみ1'と省 

略し得るとしてゐる。

1906年しa Revuo誌上では

La esprimo " reunuigi V homaron " estas 

efektive nebona, ĉar apostrofi la artikolon 

oni povas nur post prepozicio, kiu finiĝas 

per vokalo. Sed la neobservado de tiu & 

regule, kiu estis donita ne en la gramatiko 

sed nur en la " Ekzercaro'' （§ 27）, estas ne 

eraro, sed nur peko kontraŭ boneco de la 

stilo …

とのべてreunuigi Vの如き場合1'の形を用 

ひるのはよくないとのべてゐる。卽ち1887- 

1888年頃の用法が非常に廣かったが1889年 

頃かろだんだん今Rのせまい用法になったの 

である。

以上は疑.伺の省略形についての變邈の…例 

にすぎない力:かういった變遷はすべての點に 

存在してゐる。

猶ザメンホフ文法についてのべるべきこと 

も澤山あると思ふが,ーまづこの邊で擱筆す 

る。〈終）

誤植訂正:一7月號17頁右欄艮終行u Espe- 

ranton は"Esperantisto"の誤〇
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小坂狷二

前置詞略解

XVIII PRI c其三〉

XIX PRO

"En Ia ĉambro lumis elektraj lam
poj. 室內には電燈が點って居た。

La stratojn prilumis gaslampoj. 
.街路をガス燈が照してわた。

Kiam la skulptaĵo estis ellaborita, 
li pririgardis (=bone, esplore ri
gardis, observis) la tutan far让ajon.

彫刻が完成するとその作物をとみかう 

み打ち眺めた。

Mi prezentas la proponon al la 
prijuĝo (=kritika, esplora jugo) de 
la estraro.此の案を提出して幹部諸公 

の御鑑査を仰ぎます。

kalkuli la nombron 數を數へる 

prikalkuli (=zorge, antaŭmezure 
彳

kalkuli) la projekton 計畫の計 

・算(設計)をする。

2 (a)【造語】Pri-は接頭字として廣 

く用ひられるカ\ pri——は ー pri... 
より出でゝ幾分趣の異る意味合ひ『かゝ 

わり』の意を生ずることが多い。

Longe ni pripensis la aferon. 永 

い間該件を考究(勘考)した=pensis 
(konsideris) profunde, esplore pri la 
afero.
Ni kunvenis por priparoli la afe

ron. その事を相益に集まった。

Li havis neniun, kiu povas pri
atenti la infanon (=zorgi pri la in
fano). 彼には誰も子供を見て吳れる者

がなかった〇

priresponda ^respondeca 責任ある 

Ŝi priploris (=funebris) sian in
fanon. 死んだ子をいたんでゐた。

(prilabori la teron 土地を耕す 

prilabori la talenton 才能を靈成 

する(=kulturi)

Ni plene prifrapis (=atakis) lin
per la plumo.ペンをふるって奴をたゝ 

きのめしてやった。

2(b)【造語】(續き)

次の諸例に於てはpri—iが伴ふ目的 

語はpriのない原語-iが通常件ふ直 

接の目的語とは搭別なものを用ひ,關接 

的なそのものをとらへて——なること 

を行ふ意(1(a)〔注意:！(ら)參照):

planti rozujon (plantaĵon)バラ(植 

木)を植える

priplanti la ĝardenon (per plant- 
ゝaĵoj).庭に植え付けをする

semi hordeon (=semojn de hordeo) 
大麥(の種子)を播く

prisemi la kampon 畑に種子を播

く

kanfi kanton 歌を歌ふ

i prikanti la heroon (=kanton pri
'la he oo)英雄を(たゝへ)歌ふ
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rabi al {aŭ de) la vojaĝanto lian 
monon 金を强奪する

| prirabi la vojaĝanton 旅行者を奪
I掠する

ŝteli de li Ia monujon 財布を盜む

« priŝteli la pasanton 通行人の金

ゝ着切をする

skribi leteron 手紙を書く

« priskribi Ia pejzaĝon 景色をtffi寫
"、する

ivanci la branĉon 枝を切る

・ pritranĉi (=skulpti) lignan figu- 
(ron.木像を彫む

verŝi akvon水をこぼす

• priverŝi la floron, la t eron 花に

地に水を灌ぐ

flari adoron臭を加ぐ

-La hundo priflaris la insekton,犬 

ゝが蟲の臭をかいだ

Li palpis la monerojn.貨幣をいち 

つ?二(直接動作)

Li pripalpis sian veston,, en kiu 
estis enkudritaj oraj moneroj. 
衣物をまさぐった(間接動作),そ 

の衣物の中には金貨が縫ひ込まれ 

てゐたのである。

作文練習XV

1. 彼の素性に就ては何も知りません。

2. 皆が暉してゐる樣な惡い女ではなささ5 

だ。

3. 现在の卸しい狀態を見るにつけ最初の開 

拓者が思ひ出されて感憾無呈です。

4. 今より議題の討論に移ります。

5. その美しさ筆紙に盡し列Eし。

6. 醇をすれば影。

7. 役人達はむしろ自分達の利益の方を圖る 

のであった。

8・母嶽は子供の事が心がかりになった。

9.死んだと思ったお富さん。

10. いつも自分のことばかり云ひ,自分の身 

ばかり思ってゐる樣な人はきらひだ。

11. その頌歌（himno）は人頼の希率を歌った 

ものだ。

12. 麥を刈る。 13.田を刈る。

14. 盜賊は廬物の分配で內輸喧嘩〔爭論）を始 

めた。

15. あの母親は子供自慢だ。

XIX PRO
1（a）【動機】Pro li元來感情發動の 

原因たる『動機』を示す

〔比較:]Deは本來の『（動作の）發動 

者』の意よリ『（動作の）起原』（此の場合 

『動作の發動點』は文の主語よリ見れぱ無 

意志の原因となる）を示す

Li paliĝis de tinio kaj poste li 
ruĝiĝis de hont〇. （=Timo lin 
paligis kaj honto lin ruĝigis）. 
こわくて蒼くなり,それから恥し 

くて赤くなった。

Mi ridis pro （kaŭze de） lia nai
veco. 彼の朴納なのがおかしくて 

（笑ふ動機）笑つ仁。

/Ŝi ploris pro lia morto.彼の死を 

悲しんで泣いた〔動機のproĵ
< Ŝi ploris super lia korpo.彼の死 

骸にとりすがって泣いたC上へ身

、 をかドめる貌からsuperĵ
Li tiel ĝojis pro mi, kaj ni fariĝis 

bonaj amikoj. 彼は私と知合になって 

うれしいと喜んでくれ，吾々は仲よし 

になった。

Mi trinkas pro via sano.君の御 

健康を祝して飮む。

Ni trinkis kune la tutan nokton
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pro la malnova konateco. 昔な ちみ 

ぢゃと云って共に飮み明した。

Ili ĝemas pro la laboroj・ 仕雷がっ 

らくてうめいてゐる。

Li falis pro aflikto sur siajn geru- 
ojn.心痛のあま?）ガクリと膝をついた。

Li koleras pro via faro.君の行ひ 

を根にもって怒ってゐる。

Li funebras pro la patro. 父の死 

をいたんで喪に服してゐる;

Mi admiras vin pro via honesteco. 
君の正直なのに感じて感嘆してゐる。

Kial brui pro tia bagatelo ?そんな 

つまらぬ事を怒ってどなb立てるとは

Ne timu pro tio.そんな事力:あった 

ってびくついてこわがるな。

Ŝi sentis sin feliĉa pro tia sperto. 
そんほ經驗をえ迂事を身の幸と思った 

〔比較〕『 < それ）に就て（何々の感情を 

起す）』意で r di. plori, funebri, timi 
pri...も用ひられる；（PRI:1（b）〔原 

因たる關係;）參照）'

Pro peco da pano homo pekus. - 
片のパンほしさがもとで人は罪を犯す 

こともあるC
Cion ci tion mi diris pro amo. そ 

んな事を云ったのも皆戀ゆゑです。

1（b）【因果】Ptoは動機の意を押し 

廣めて『（何が）ゆゑに，（何）のせいて: 

のかどて;（何）がもとて（そのため何々 

する）』など一般に『因果契機』（自然原 

因）を示すに用ひらる。

La malnovmoda ŝranko, tute nigra 
pro maljuneco.年經りたために 

黑くなった舊式な簟笥

I Glaso plena （= plenigita） de vino

j （=vino plenigas la glason）酒

\ の一杯はいったコップ

Ĉio pro vi （okazas）!みんなお前の 

せいだ。

Volapŭk pereis ne pro sia stranga 
sonado au pro aliaj similaj kaŭzoj.

ヴォラピ.tックの亡びたのはその發昔炉 

奇妙だとか何とか云ふ樣なそんな原因 
のせいではない。 •兀E罕:

も）Li mortis de malsato. 彼は 

餓死した（de:死-餓）

b） Mi mem devas morti pro la 
difektita ordo.このおれは治安 

をみだしたかどにより死なねばな 

らんのだ。

（2注意〕（リ）Mortiの原意はa）例 

の如く無意志赴詞（死にたくないと云っ 

ても病氣なら死ぬ,意志の仝ゝにならぬ） 

であるが,Esp.では日本語と同様第二義 

的に廣く宥意志の意にも用ひられる。b） 
例では『死んでやる』lasi min morti 
（加 esti mortigita）の意c更に純有意 

志『喜んで死に赴く』（volonte） meti 
min al mortoの意に用びれば有意志の 

前置詞por （目的）を伴ふこともあり得 

ることはPOR :1（ĉ）〔賛成恩惠〕の條 

下〔注意;）（む）の例に見る如し。

（Morti pro la patrujo estas agra
ble.

Mi volonte mortos por a patrujo.
此の如く云ふ人の氣持によって『目的」 

仁るpor （->コ）と『動機起因』たる 

pro 〇コ）とが同じ詞に伴はれることが 

屢々起る:

/labori pro pano 働く動機はノミン

!に在り〇
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\ labori por sukceso 成功を H指し

\て働く。

por Ia bono de la tuta homaro
人類のために（目當で）

pro nia komuna bono 打7人の爲

、めに（身がかはいゝ加ら）

〔注意〕（る）「（何する）に際して』の 

『時刻」のĉeが「（何）を見て,聞いて, 

（何々）すると（その際に）」の意で原因を 

示すことになることがある:

Ĉe （aŭ De） mia mencio pri tio （= 
Kiam mi menciis tion） li paliĝis kiel 
tolo.僕がその事を云ふと彼は直蒼にな 

った。

Li ekscitiĝas ĉe （aŭ proヽ !a plej 
malaranda bagatelo.,つまらぬことを 

聞いてもカツとする。

〔注意〕（れ」『pro +抽象名詞3が成 

句として口用せられるもの數例:

pro oportuneco 便宜上
pro unuformeco 形を そ ろへる（便

宜の）ため
pro formo形式上,形式だけに
pro （aŭ per） okazo 遇々,遇然

pro konsekvenco （話の）順序とし 

て,ゆきがかり上
pro ordo鞋理上,順がとして
pro scivoleco 物す•きに
pro （aŭ por） provo ためしに

pro komplimento お lfe辭に

pro singardeco 用心に,念の爲め
pro （aŭ por） plezuro 樂しをに,道

樂に
pro profito （aŭ utilo） 慾得で
pro ĝentileco 禮儀上

pro memoro 紀念に
pro tio, ke ... ••••であるために

〔註〕Porは不定法を伴ひ得る位で,接績 
詞的意義をおするため直ちに接績詞 険 を附 
しpor ke ...の形で用ひられろ（POR: 4 
〔接檢詞的用法:）注意（え）參照）がproは 
pro tio ke...の形で用ひるのが常法。

LITERATURO
KRESKAS

新刊紹介—・山— ■"-

•エ 學・
ANALIZO DE LA TERMIKA FENO 

MENO EN LA SISTEMO PORTLA*ND-  

CEMENTO de Tutomu Maeda, eid. de The 

Institute of Physical and Chemical Re- 

search, Komagome, Tokio, 1938; 19x26cm. 

38 p.
NOVAJ KONCEPTOJ PRI KOMBINOJ 

FORMITAJ ĈE LA HIDRATIĜO DE 

PORTRANDCEMENTO de Sigeru Yama- 

ne, eid. de la sama instituto, 1938;19 x 

26 cm.11 p.
上記二種とも，理硏の機關誌からの拔刷で 

前田，山根の兩氏は，同誌上でいままでにも 

しばしばエスペラン!、文の研究を發表されて 

ゐる。かうした最も意義深いまじめな試みの 

まへには,特に今の愜史的な瞬間において,. 

おのづから頭がさがる。

STUDO PRI LA INFLUO DE ALDO- 
.NITAJ SUBSTANCOJ AL LA HARDIĜO 

DE PORTLANDCEMENT, II de S. Yama- 

ne, eid. de Society of Chemical Industry, 

Tokio, 1938; 21 x 29 cm.12 p.
厂工業化毋雜誌」しらの拔刷。匕記山根氏の 

H本文論文で，それにエスペラント文の抄錄 

を添へたものである。せめてエスベラン卜文 

の抄錄をつけることだけでい 日本Qすペて 

の科學者がもねてくれたならとおもふ。 、

ELLERNU! de D-ro Francisko Szilagyi, 

eid. de Literatura Mondo, Budapest:15 x 

23 cm.110 p.
これは,おなじ著者のスウニエデン人のため 

の敎科書（そののち,いろいろの國語の版が 

出てゐる）"Kurs i Esperan •〇 '，につ¢く中 

等敎科彗で,直接法による講旳於用として編 

まれたものである。文法,會話,讀物,遊戲 

等，多種多樣の內容を盛り，これに多數め揷 

繪を添へた興味深いものである。抑繪はユウ 

モアに富み,しかも非常に單純で,敎帥が容 

易にまねて黑板に書いて敎へる材料とするこ 

とのできるものである。
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川崎直一-… ........ —一

名詞:語源ご用法

いとぐち 我々の目的はEspの現在の正しい用法の理 

解にあるのはもちろんだが,語源の知識があると,なじみ 

のない綴りにも頼しみがでてきて，覺えやすくなる場合が 

かなり多い。公用語中の名詞の形を分解してその構造の由 

來を說明する。ただし動植物名は除いた. Difectのfect 

がfaktと同じもの,すなわち組立てられた語中で母音が 

變っているということ,ab-, abs-の意味（ともにdeつ,ad" 

はal-, -entは-ant-などラテン語の單語構适論が大略で 

もまず必要なのであるが，それは他日にゆずる。語の形の 

展開の記述も一定の型によらない。FCフヲンス語），A（英 

語:），G C Fイツ話!中に類似のものあるときはかかげたが 

これらはF, A, Gの現在のもっとも普通な適譯とはかぎ 

らない（例:G >Xdministration と Verwaltung）・派生語 

で參考になるものはときどきだしておいた。用法は「新撰 

エス和辭典丄「エス和新辭典丄Plena Vortaroなどに對す 

るsuplemento的註にすぎない。略語はたいていわかるは 

ず〇 akuz. =akuzativ〇. part. =participo. Gr=greka.し= 

latina・ H=hispana・ !=itala. R=rusa・ a, bくc （ま a と b 

とはcから由來するという■こと。

1abatoキリスト敎の僧浣長,修道院長。F abbe, A 

abbot, G Abt<し.abbatem （akuz）<Gr abba<araba 

abba父。FA abatial.分派によってはprioroを用う。た 

だし匝語とも國,時代によって種々の用法あり。

2 abismo 奈落,深淵〇 F abime, A abyss<L abyssus 

くGr a 否定+byssos 底〇 A abismal.H abismo.キリ 

スト敎時代のユダヤ人の槪念で，死者および惡靈の住所と 

:茗えられた〇 !默が錄」にあり〇轉じて一般にsenfundaĵo, 

profundegaĵo ・

3 abituriento 得業士。G Abiturient<L abiturientis 

—abiturie立去ることを欲する,foriranto.ドイッ地方な 

どでgimnazioなどの卒業試驗に及第して,大學入學など 

の資格を得たもので,フランスのbakalaŭroに當る。Esp. 

の定義には試驗を受けつつあるもの,まさに受けようとし 

ているものをばふくんでいない。

LA TUTA ESPERANTO» 

de Henrik Seppik, eid. de 

Literatura Mondo, Budapest». 

1938;13 x 19 cm.181 p.

こねは・上記"Ellernu ''を 

終った程度の人々を13揉とし 

た高悸文法敎科書。特殊の硏 

究家のための文法理論ではな 

く,實本位に書かれたもの 

で，各課に深切な註,豐富な 

例文，練習問題等が添へてあ 

る。高級講習會敎材，中等講 

習會指導者の參考書，あるひ 

は熱心な學習考の獨習用とし 

て適當である。（詳しい批評は 

いづれ,おってなされるであ 

らう。） ・ .ンで^

・文 學•
LA TEMPO-MA§I\〇; LA 

LANDO DE LA BLINDU

LOJ de H. G. Wells, trad- 

de E. W. Amos, eid. de The 

Esperanto Publishing Co» 

Heronsgate, Rickmansworth, 

（IIerts\ Anglujo, 1938; 11.5 

x 18 cm ・180 p.

Epoko Libro-Klubo の第 4 

囘配本として出されたもの。 

"La Tempo Maŝinon ii,か 

って厂ハ十萬年後の社禽」と 

いふ表題で,日・本話譯が出さ 

れたことのちるもの。厂時」を 

自由に前後することの出來る 

攪械によって,未來の社會を 

覗いたといふ空想小說。

"La Lando de la Blind

uloj は,盲人の世界に迷ひ 

こんだ目明きが,却って畸形 

兒扱ひを受けることを書いた 

小睨。二篇とも仝然架空のも 

のではあるが，著者が,文明 

批評家であり，科學者である 

ところに，これらの作晶か意 

義を持ってゐるのである。

FRAGMENTOJ de Ber

nardo Ojascno, eid. de la 

aŭtoro, Haimre vlm. pk.11, 

Marjamaa, Estonio, 1938;
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11.5 X 19.5 cm. 78 p. Prezo 

1 sv. fr.

厂巍」にあこがれた男の放浪 

の生涯を描く原作小說〇バル 

ト沿海地方の風景風俗の拙寫 

などに,特に心をひくものが 

あるが,この作品の中で,著 

者は‘lingvaĵoに新しい試み 

を企ててゐる。かつてGra- 

bowskiが,詩に試みた,動詞 

語尾の獨立使用,すなはち， 

esti, estas, estu 等の かはリ 

にi, as, uを散文の中に用 

ゐ,また分調を应接に動詞化 

して，uzatasなどのやうに用 

ゐ，その他,新しい前能詞ag 

（age deのかはりに）を用ゐ 

るなどしてゐる。

DION ADORI de B・ F. 

Maria Ha de Vernyj, eid. de 

Literatura Mondo, Budapest 

1938;15.5x23.5 cm. 64 p. 

Prezo 0.40 usonaj dolaroj.

モラヴィアの女流詩人の詩 

全篇を通じて韻も句讀點もな 

く,神祕的な苜葉を以て神に 

呼びかけ,靈肉の愛をうたっ 

てゐる。

SVEDA KANTARETO de 

Ernfrid Malmgren, eid. de 

F drlagsfdreningen Esper

anto u.p.a., Stcckh lm,19385 

10 X 13.5 cm・ 48 p.

スウエエデンの民謠のエス 

ペラント譯約50篇を枚めて 

ある。愛唱に適しさうな歌詞 

がたくさんあるが,自國の工 

スペランチストのために編ま 

れたものとみえて,樂為の添 

へてないのは惜しいことであ 

る〇 ヽ

KOMUNA KANTARO de 

H. W・ kaj N. Holmes, eid. 

de The Esperanto Publish- 

ing Co., Rickmansworthf 

Anglujo, 1937; 13x20 cm. 

64 p. Prezo 1 ŝ. 6 p. aŭ 5 

internaciaj respondkuponoj.

4 ablativo 奪格〇 F ablatif, A ablative, G Ablativく 

L ablativus—ab+latumもち去られたる。Espの名詞は 

主格と目的格の2だけだが,例えばラテン語では?の格 

力:ある〇 Patria expulsus est=De la patrujo li estas 

forpelitaのごとく（....から）を示す。ただしラテン語の

奪格はこれ以外にまだ原因,手段,方法,時,場所をも示し 

またサンスクリットの奪格とラテン語のそれとは用法がー 

致するところとしないところとある。言語によってはda

tivo 中にふくまれてしまっている。

5 abnegacio 自己放棄,斷念〇 F abnegation, A ab- 

negation, G Abnegation<L abnegatio—ab+negare 否 

定する〇 fari abnegacion de si mem ; agi kun abnegacio; 

Abnegacio estas sinofero kaj j^randa virto de kristan

ismo.

6 absceso 腸瘍〇 F abces, A abscess, G Abszessく 

abscessus—abs+cedere 出で行く・崩れる〇 Racine mor

tis pro absceso en hepato.

7 adepto 徒,仲間,逹人a F adepte, A adept, G 

Adept<L adeptus （part.）—ad十ipiscor 到逵する。最初 

は練金術に,ついでframasonoに用いられた〇 adepto de 

Esp.

8 adjektivo 形容詞〇 F adjectif, A adjective, G Ad- 

jektivくL ad+jectivum aldonita — jacio=ĵetas.

9 adjutanto副官（幕僚,傅令使,將官附武官）。F 
adjudant, A adjutant, G Adjutant くL adjuto helpas.將 

官でも,士官;下士官でもこれを勤める。

10 administ acio 管理部：行政部〇 F administra

tion, A administration, G Administraticn くL administra- 

tio—ad4-ministrare servi. Administrejo, administrantaro 

で十分だが,場所と人と兩者を一つにふくめた;萌味に用い 

ようとする人がある〇 Administr（ad）〇の代りには斷じてな 

らない。 .•

11 admiralo 海軍大將,提督〇 F amira!, A admira）, 

G Admira!<araba amir estro,・d・は關係のないはずのし 

admirari admiriに影響されたもの〇參照:emiroアラビ 

ヤの酋艮,マホメットの後裔。

12 admiralitato 海軍省,海軍本部:》F amiraut^, A 

admiralty, G Admiralitat.以上2の場合やその他海軍裁 

判所,鎭ず府などは，この語を使わないか，あるいは使っ 

ても適當な他の語をつけ加えて說明的に表現するのかよい
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13 adreso 宛笛〇 F adresse, A adress, G Adresse< 

L ad, 4-directiare direkti.演說とゆう意味は全然ない。

14 advento 降臨節。F avent, A advent, G Advent 

しad4-ventus alveno.クリスマス前4日曜日を含む時

期。キリスト降臨そのものには使われない。

15 adverbo 副詞〇 F adverbe, A adverb, G Adverb 

<L ad, 4-verbum verbo・

16 advokato 辯護士,辯運する人。F avocat, A ad- 

vocate, G AdvocatくL advocatus alvok让a. Alvok让〇 al 

helpo の意。.•

17 aero 空氣。F air, A air<L aer<Gr aer.

18 aerolito 限お〇 F aerolithe, A aerolite, G Aero- 

lith<Gr -lithos ŝtono.參照:litografi 4i版印刷す。Aer- 

ŝtono, meteorŝtono, meteorito ともゆう 〇

19 aeroplano 飛行機〇 F aeroplane, A aeroplane, G 

Aeroplan<^Gv ・planos migro.參照:planedo. Flugmaŝino, 

aviadiloの决る極のもの,すなわち式飛行機なり。

20 afero 物事,事件,事務.F affaire, A affair, G 

Affare<F af4-faire al+fari. Amikeco aparte, afero 

aparte. Nobela edzino estas malbona afero- Dandin, 5.

21 afikso 搖:辭 F afiixe, A afiix, G Affix<L af + 

fixum alfiksita. Prefikso, enfikso, sufikso の種類あり 〇

22 afiŝo 張紙，ビラ，ポスター。F affiche, -fiche fiksi.

23 aforismo寸鐵殺人的草句,驚句，金莒。F aphor- 

isme, A aphorism, G Aphorismus<aphorismus<Gr 

aphorismos definicio, horos limo.參口£:horizonto. Riĉa 

enhavoをkonciza formoに表現したもので,proverbo 

式の實用的,民衆的のものより力、,哲舉,文藝など上り 

eltiriされたものを主とする。最初ギリシャのヒボクラテ 

スの書いた非常にkoncizeになされた醫學上の指圖をそう 

いった〇

24 afusto 砲架〉F affŭt<^L -fust bastono.砲身・を栽 

せ置く臺C

25 agato 馬瑙。F agate, A agate G Achat<L 

achtesくGr akhatesもとはSicilioの川の名,そこより 

agatoがとれた。Onikso縞瑪瑙。

エスペラントに譯した歌臥 

三十數爲,いづれも樂潜が添 

へてあら。

DU NOVELOJ de Jirj 

Sumi n kaj Ruzena Svobo・ 

dovS, trad. de Jandlova, 

T. Mrazkova, M. Zikovŭ, 

eid. de Moraviaj Esperanto 
Pioniroj, Olomcuc, Ĉeĥoslo- 

Vcikujo, 1933;13x 18 cm. 

82 p. Prezo Kĉ 13.—

2爲のうち,1篇は貧しい 

少年と少女の生活を描き，他 

は輕佻なダンサーの死を書い 

たもの®チェコスロヴァキア 

知名の女流作家のすぐれた作 

品である。

KANTO AL MIA KORO 

de Tadijanoviĉ, trad. k eid. 

de Josip Velebit, Zagreb, 

1936; 15x18.5cm. 62p.

Tadijanoviĉは，ユウゴ・ス 

ラビヤの若い抒情詩人〇これ 

はその人の作品數十编を飜譯 

したものである。

KIEL FARIĜI KREANTO 

FACILE KAJ RAPIDE de 

Petro Den, trad. k eid. de 

Moraviaj Esperanto Pioni

roj, 1935, 13X18 cm. 230 p. 

KĈ 26. _

創造性に關するエッセイ。 

著者は.この著書によって, 

意識的に人工された世界一 

たとへばエスベラント連動Q 

如きもの一一一純粹な創造の世 

界を指導する原理を立てるこ 

とを□標としてゐる。

•運 動・

JARLIBRO DE IEL 1938, 

eid. de Internacia Esperanto- 

Ligo, 1938:llx 15.5cm, 350 

p.非品6

約120ベイヂは,delegitoj 

のadresojであるが，その他
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の巫耍な內容は,エスペラン 

ト雜誌目錄,昨年度各國エス 

ペラント運動報吿，ラヂオ統 

計,學校とエスペラント,今 

Hまでの主要成果等であるが 

このうち最後にあげた三つは 

代傅の資倒として非常に役立 

っであらう。

ESPERANTISTA KA

LENDARO 193& eid. de 

Esperant〇Asocio de Esto

nio, Tallin, Postkast 6,16 X 

13 cm. 24 p.

今年度のカレンダアにエス 

ペランチストのための各種小 

便覽を添へたtの。

MUUSSES ESPERANTO 

BIBLIOTEKO, eid. de J. 

Muusses, Purmercnd, Ne- 

derlando, 13.5 X 19.5cm. 

Prezo : unuopa numero 0.35 

guld. aŭ 3 internaciaj res

pondkuponoj.

12. Nordnordaj Fabeloj 

de Joel 1'rezard, 32 p.

作者は，フランスの中學校 

の圖畫敎授であるが，廣く各 

國を厳厅した人で，これは， 

それらの旅行中，極北地方の 

旅行中の經驗からヒントを得 

てエスペラントで書いた自筆 

の給人り遗話集である。收め 

てあるのは,“Pkak, kipon- 

ido,'' " La ventvendisto,0 

ハ Sbop, fokido,"La vikinga 

血ko”の4簡である。

13. En Ia vagono kaj aliaj 

rakontoj de Ivan Ŝirjaev, 

29 p.

著若く18771933）はロシア 

生オしの古いエスベランチスト 

で，Literatura Mondo 發行

A 著"Enciklopedio de 

Esperanto"乙計劄者として

26 agento 代理人,収扱人,F agent, A agent, G 

Agent<itala agent<L ag・ agi. Komerca, diplomatia な 

ど諸種の方面に用いじ》る。Agantoは去っと怠味が廣いこ 

ともちろん。

27 agonio 臨終の苦悶。F agonie, A death-agony< 

L agoniaくGr agonia 原義 batalo. Batalo kontraŭ morto 

の意。Espでも轉じて死のときに類する場合にも用いられ 

るが,死のときが本來のものであることと，Aでは普通 

angoroの意味で用いられていることとを覺えておくこと。

28 agrafo ホック,留金。F agraffe, A agraffe, G
Agraffe<FG -hoketo,ホック式,ビジョ式,安全ビン式など 

種々あり。 I 2

29 agronomio 農學,農耕學。F agronomie, A ag- 

ronomy, G Agronomie<Gr ager+nomos, agro+lego. 

Agrikulturo, agrokulturo （矍萊,耕作）に對する理論,學 

術。

30 aĝo 年歸。F age, A ageくL aetas. Epoko, periodo 

tempoなどの簡單な形とLて使われることがある。・

31 aĝio 打步〇 F aĝio, A aĝio, G Agio<itala aggio. 

貨幣,株，為替などの名稱價格と相場價格との差。P"mi・ 

umとdiscount力:あるわけである。

32 akademio 學士院〇 F academie, A academy, G 

Akademie<^Gr akademia.ギリシャの Atenoの郊外にあ 

る園の名,以前の所有者がAkademosで討った〇 Platono 

がここに學校を開いたので,その名になつた。Espではま 

す第 1 に Esperantista Lingva Komitato kaj ĝia Akade

mio. 同じく言語の監督をなすAcademie Francaise,ある 

いわRoyal Academy, H本の帝國學上院のごとき彼髙權咸 

に便うべきで，英米などの普通欣育と大學敎育との中間の 

中等學校に安っぽく使うのは，ごめんこうむりたい。せい 

ぜい Milita Akademio陸軍大學ぐ匚いに止めたいが，こ 

れとてもPlena Vortaro流にすればevitindaだ。

33 akcio 铢，抹式，株券。F action, G Aktie<L 

actio agad〇.

34 akcidento 袜事，事故〇 F accident,wA accident< 

L ac+cido—cado falas.參照:incidento, okcidento.列 

車テンプク,從業負のケガなど。哲學術菸の偶右性上して 

使おうとすろ人もある力;,akcidencoを選ぶ人もある。
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35 akcizo 消費稅。F sccise, A excise, G Akcise<L 

tranĉas.主としてイギリスの制度に基くのであるが

現在ではF, Gではこの語をほとんど使わない。Nerekta 

imposto, kon su m i m postoなどはっきりした表現をとるべ 

きで,Kreuz k Mazzolini, Komerca Vortaro, 192? には 

この語は追放されている。

36 akno にきび。F acne<Gr acme punkto.・n・は 

-m-を中世のkopiistojが書き誤ったため〇 Briquet, Medi

cina Vortaro, 1932 は akno=buton〇 (ŝvelaĵeto)と akneo 

=mais moを區別している〇

37 akrobato 輕業師〇 F acrobate, A acrobat, G 
Akrobat<Gr akro-batein piedopinto4-marŝi.

38 akso 軸,軸線,車軸〇 F axe, A axle, G Achseく 

L axis<Gr akson.數學,生物學,美學などにも用いわる。

39 akselo わきのした〇 F aisselle, G Achselくaxilln. 

A axiHary, F axillaire.葉とその葉を生じたもとの莖との 

形ずくるangulo,葉腋。

40 aksiomo 公理。F axiome, A axiom, G Axiom 

くL axioma<Gr sxioma—aksioein juĝi vera・
一

41 akto 劇の幕，公文書〇 F acte, A act, G Akt, Akte 

くL actus, actum—L ago agas.公正證書 notaria akto・作 

用，動作，ポーズなんて意味はない。La agoj de la Apo

stoloj 使徒行傳。

42 aktoro 俳優〇 F acteur, A actor<L actor.

43 akuzativo 目的格，對格〇 F accusatif, A accusa- 

tive, G AccusativくL accusativus. Determinita の恵味を 

持つ Gr aitiatosからきたaitiatikosをしに譯するとき 

aitiaomai akuziからきたと思い誤ったためこんな名にな 

った。Espにある直接目的,方向の2用法はインドヨーロ 

ッパ語族に古くからある。

44 akvo 水〇 し aqua, F eauはこれより出たもの。 

aquarium その他〇 Itala acqua, Hisp agua, Port agua・

45 akvaforto エッチング,腐蝕銅板〇 F eau-forte, A 

aqua-fortis<^L -forta. Fortakvo は硝酸(azota acido, nit

rata acido)だが，akvafortoをこれと同じに使うのは上ろ 

しくない。銅阪は初期は刀で刻まれたが,硝酸その他の酸 

でやる方法にほとんどとってかわられた。銅以外の金鬲の 

こともある。Akvatintoはこれの種類の一つ〇

廣く知られてをり,またドス 

トエヴスキイの厂カラマゾフ 

兄弟」，トルストイの「戰爭と 

平和」等の大册を飜譯した(た 

だし，どちらも未刊)ことも 

有名な話であるが,Ivan Mal- 

feliĉuloといふ筆名で,多く 

の原作小說を發表したことも 

人のよく知るところである。

この小册の中には,未發表 

の原作小說中からu En la 

Vagono '二"La Malamiko 

"Tra la loko sorĉita "の 3 篇 

の短篇を收めてある。いづれ 

も興味深い讀物である。

14-15. La Problemo de 

Lingvo Internacia de D-ro 

Bjdrn Collinder, 62 p.

6月號で紹介ずみ。

16. Rozinjo de Gyula To- 

rdk, trad・ de Kalocsay, 39 p.

Tdrdkは大戰直後のハンガ 

リ文壇で新進作家として期待 

されたが，三十歲で显世た。 

緒人---他の人の妻----母と

ありふれた道を辿った一人の 

女が,愛撫したこともなく， 

擲ったこともない——それは 

愛してゐないからだ,と彼女 

は云:ふ病床の沃を捨て, 

子供を連れて吹雪の中へ出て 

行く物語。

17. El la Londona Skiz

libro de Charles Dickens, 

trad. de Fred Wadham, 31 p.

ディッケンスが,19世紀の 

ロンドンの市井生活を描いた 

スケッチの中から"La kvar 

fatinoj,n " Apuda domo,” 

"Kristnaska festeno "の 3 

篇を收めてある。

・受贈圖書•

岡倉夭心傳(淸見陸郎著, 

改造文康第1部第164篇，東
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京市芝區新榕改造社發厅）菊 

半截263ペイヂ,定價50錢, 

送料9錢,

著者がザメンホフa Mar

ta n をH本語に譯したC■寡 

婦マルタ」改造文麻30錢） 

人であることは，古いエスペ 

ランチストのよく知るところ 

であるが.この人が，數年前 

から岡倉天心の紹介に力めて 

ゐたことは，讀書人に廣く知 

られてゐるところである。本 

書はその硏究の結晶として經 

められたもので,明治初期に 

おける日本美術の復輿者でち 

り,厂茶の本」，「東洋の理想」, 

厂日本の受裡」の著者でちる天 

心の傅記が,束洋文化の再認 

議の叫ばれてゐる時代に,エ 

スペランチストの手によって 

世に出たことは意義深い。

日本縉神とアジア自治（ア 

ジア自治tŜ會編,東京市麴町 

區內幸町1-3大阪ビル610 

同協會出版部發行）定價20 

錢,送料3錢。

U本精神の根木原理は全體 

主義的厂口由コでちるとの確 

信から,これがアジア的實現 

とこのアジアの自立，自治を 

ロ標に土れたこの協會の厂ア 

ジア自治運動叢書」第1輯と 

して出され,この原理を說明 

したものである。

獨逸勞働奉仕制喪の基礎問 

題（川口一磨著，東京市谧谷 

區代々木大山町1074械［民思 

想研究所發行）定價20錢,送 

料3錢。

支那事變發生以來國民辅神 

總動員が廣く叫•ばれてゐるが 

本書は,これを推し進めた勞 

働奉仕について,それの槪念, 

方策，技術を,この制度を實 

踐してゐるドイツの例を中心 

として述べたものである。

46 akvarelo 水彩畫〇 F aquarelle, A aquarell, G 

Aquarell<^Itala acquarella・ Diminutivo de akv〇. Guaŝo 

出現0前からあったもので,墨，鉛,セビャのデッサンの上 

に水繪畫をやったのが最初だが，近世になってmultkolora 

な,發達したものができた。

47 akvario 水族槽,水族館〇 F aquarium, A aqua- 

rium, G Aquariumくし rilata al akvo. 權と館の 2 つあ 

ることに注意。Terario （主としてamfibio, reptilioの）, 

insektario, planetario.

48 alabastro 雪花石育。F albatro, A alabaster, G

Alabaster<L<Gr ----これがとれたエジプトの町 Ala

bastron による〇 Marmoroに似たgipsoで，彫刻などに用 

いらる。Alabastronoはギリシャのparfumo, ungventoを 

入れた一種の壺,金屬のか普通だが，alabastroでもつくる。

49 albino 门子〇 F albinos, A albino, G Albinoく 

Hisp albino blanka<L albus.人（ことに negro に，動 

物で先天的に皮膚,髮に色素の缺けたもの。Albinismo色 

素缺乏症,白化現象,植物にもある。

50 albumo アルバム 〇 F album, A album, G Album 
くL blanka.寫眞，切手をはりつけたり,署名,詩，畫を書 

き入れたりする,またそんなものを印刷した帳。□-マで 

はanoncoを書く白くぬった木であった。

51 aldo アルト〇 F alto, A alto, G Alt< Itala alto 

alta<L.・d一はaltaと區別するためEspで變えたもの。 

聲であって人でない。むかし寺院では女子が歌うのを禁じ 

られていたので,tenoroより上のは男子の去勢されたもの 

か,上聲によってやられていて，kontralto （tenoroに比べ 

て高いの怠）と稱した。Sopranoが行われてからは,女子 

のもっとも低いのをaltoまたはkontraltoと稱する（兩 

者をさらに區別することあり）。Menil, Muzikteorio, Int. 

Scienca Revuo, 1910, p. 83 は a） Soprankantistino （kiu 

havas altan voĉon） kaj tenorkantisto, b） kontraltkant- 

istino （kiu havas basan voĉon） kaj baskantisto, c） 

mezosoprana kantistino （kiu havas mezaltan） kaj bari- 

ton kantisto を proponi している。

52 aleo 並木路，小路。F allee, A alley, G Allee<F 

aller iri.庭內の路，あるいは兩側に木のある道。Avenuo 

はaleegoで,記念碑,公園など目的物に通ずるのをゆうの 

だが，兩者とも木がなくとも大小によって區別することが 

あり,ことにアメリカではEW （東西）をstrato （street^ 

NS （南北）を avenuo （avenue）とゆう。
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伊藤己酉三

日本、なるもの

4和文エス譯講評• 6 >

問題A. 今七十の齡を捧げて,H本の藝術家に望むものは,常 

u ii木なるものに留」さうして日本なるもののみを作れといふこ 

とであ〇ますJ

本題の難點は「日本なるもの」を如何に解 

釋し如何に譯すかにあり,文章の構成は平凡 

なものである。先づ解釋をしてみると,r-L I- 

の歸を捧げて」の「捧げて」はそれ程重要視 

する必要はなく,單に「七十歳にもなる自分 

力:」と解すればよいと思はれる“ 「日なる 

ものに留り」で，「日本なるもの」は「日本ど 

いふもの」卽ち「歐米とは遼った獨特の文化 

を有する日本,本來の日本」といふことであ 

らう。「日本なるもののみを作れJの「日本 

なるもの」は「日本的作品,日本人であるこ 

とを自覺して作られた作品」と解すればよい 

であらう。但し之は日本古來の藝術に限らず 

洋畫でも洋樂でも徒らに歐米の模倣に喰せず 

日本人であるといふことを自覺して日本的な 

ものを作れ,卽ち形式の如何を間はず,日本 

なるものを內容に持つ作品を作れといふ意味 

であらうと考へられる。次に語句の譯し方を 

考へてみる。

「七十の齡」は aĝo de sepdek jaroj, sep

dek jaraĵo である。「捧げて」はdediĉante, 

oferante等が可成澤山あったが,dediĉi 70 

jarojnならば意味があるがdediĉi aĝonは 

あまり意朱がないやうだ。estante sepdek- 

jaraĝa とか havante la aĝon de sepdek 

jaroj, en la aĝo de sepdek jaroj とすれば 

よい。尙 70 aĝo, 70 jarago, 70 agoj 等の譯 

があったが,70-jaraĝoでなければならない〇 

「日本なるものに留るJはresti sur la starejo 

propre japana, stari sur la originaleco de 

Japanujo, teni sin en la propreco de Japan

ujo 等譯すればよからう。次の「日本なるも 

の」(ま japaneca artaĵo (laboraĵo, kreaĵo) G 

よい。verko, verkajoは文學,音樂が主であ 

る。厂作る」は fari, krei, ellabori, produkti 

が用ひ得る。

答案は千差萬別で優秀と思はれるものが見 

られなかったのは厂捧げこ」と厂日本なるも 

の」の爲である。

譯例

1. Esperas por japanaj artistoj en 
mia jam 70 jaraĝo, ke ili nepre ne 
forgesu 4 Japanuĵonr kaj verku nur 
en propreco de 41 Japanujo.''

(KonisL Norio)
大醴原文の恿味はわかる力:,細い點で少し 

難點がある。por japanaj artistoj は al 

japanaj artistoj とする。?0 jaraĝo は 70- 

jaragoである。“Japanujo"は果して他人に 

わかるか疑問である。譯文だけを見て原文の 

意味が充分通じなければならない。本題だけ 

に限らず,譯者や原文を知ってゐる人だけに 

しか通じない文は充分な聲文とは誇はれない

2・ Nun dediĉante mian aĝon de 
sepdek jaroj, tio, kion mi deziras al 
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japanaj artistoj, estas ke ili restu 
ĉiam ĉe aĵoj propraj al Japanujo kaj 
verku nur aĵojn proprajn al Japan・ 
ujo. (Mekoro)

この譯は原文の各語を忠實に譯してあろ點 

で誤りはないが,原文の解釋の上に缺ける所 

があるやうだ。厂日本なるもの」を二っとも 

aĵoj propraj al Japanujoとしてあることと 

厂棒げる」をdediĉi mian agonとしてある 

ことが疑問である。乂 aĵoj propraj al Japan

ujo は厂日本固有のもの」で少し範圍が狹く 

なるのではないか。本文の主貂はtioである 

からdediĉanteはその場所が不適當である〇 

Nur tio, kion mi, dediĉante ・・・,dezeiras 

al・・・,としたらよい。

3・ Nun, mi dediĉante la 70寸aragon 
esperas al la artistoj en Japanujo, 
ĉiam estu kiel la japana kaj verku 
nur tion estante japanan. (C. K)
Nunの次のkonioはmiの次に置き?0- 

jaraĝonの次にもkomoを置くこと〇 ĉiam 

の前にはke iliが必要である〇 kiel la japana 

意味が明瞭でない。又tioもはっきりしな 

い〇 tion estante japanan (t tion, kio estas 

japanaの積りであらう〇

4・ Dediĉante la arton mian sepdek 
jaran vivon, nun mi elkere dezilas 
al vi, japanaj artistoj, ke vi por ĉiam 
restu en japanlandopropra, kaj ver- 
kadu nur japanlandproprajn・(启冗) 

厂70年の生涯を藝術に捧げて」とあるか; 

之は原文からは?0年の生涯を捧げてと解釋 

出來るとしても藝術に捧げると限らないと思 

ふ〇又arton mian vivonと目的格力:重って 

ゐるが,al la artoとすべきだ。alは目的格 

にすることは出來るヵ;,意味の混同を來さな 

い限りに於てである。japanlandopropraは 

前に前賈詞en力;ある以上何か名詞がなくて 

はならない。假に省賂したとしても何を省 

略したか不明である〇又この語はpropra al 

Japanlandoとすべきで,餘りに造語法を濫用 

することは避くべきでカノる〇 elkere, dezilas 

は夫々elkore, dezirasの誤り。

5・ Mi, jam sepdekjara maljunulo, 
nun fordonas sin pro sia aspiro al 
japanaj artistoj, ke ili ĉiam tenu 
siajn lokojn en la esenco de Japanujo 
kaj faru nur la verkojn esence japan
ajn (R. F.)

fordonas sin pro tia aspiro は deziras と 

すべきである。sinは第三人稱に限り,此處 

では minとすべきであり,aspiroはaspiro 

al aerveturo, aspiro al ministreco の用法の 

樣に,單にdeziroを更に强くした意味ばか 

りでなく用法力;異る。siajn lokojnはsinだ 

けの方がよい。

6- Kun sepdek jaroj, nun mi de
ziras al vi japanaj artistoj, ke vi 
ĉiam vin bazu sur japanaj kaj faru 
nur japanajn.(寺田禾口子)

vin bazuは結孵であるがjapanajは意味 

の明確を缺く。

7. Hodiaŭ dediĉadinte mian sep・ 
dekan aĝon en la arto, miaj esperoj 
al japanaj artistoj estas 4 Restu ĉiam 
en japanpropraj ioj '' kaj Faru nur 
japanpropraj ioj.' (K M.)

sepdeka aĝo は妙である。espero は de

ziro とする〇 esperoは厂當てにしてゐるこ 

と』で日本語ではdeziroと同じ厂望み」で 

あるが,老味が違ふ。又ioはafero aŭ ajo 

ne certaで何を意味するか不明である。

8. Nun, estas levante 70 jaraĝon^ 
mia dezirantaĵo al japanaj artistoj 
estas ke *4 restanta japanan, produkt- 
antu nur japanan.(H. Saŭada)

この答案は講評が闲難でまる。第一に「捧 

げる」を文字通り手に持って捧ると解せられ 

たら Lい〇 dezirantaĵo {X aĵo, kiu deziras 

の意であるから意味をなさない。一antuは 

「當に」を表す爲と推察されるが,一uで充分 

である。特に・ant-の必要があればestu 

—anta とすべきで,-as, is, os は estas, estis 
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estosと同一でないと同梯-uはestuでは 

ない。

繰返へして昔ふことであるが,文章は他人 

が讀んでわかることが必要で,又日本語の單 

語の有する意味の一部分を選ばずに採って之 

をエスベラントの單語で置換へることを止め 

て,愼重に先づ日本語の意味を充分考へた上 

更に譯豁の意味をもよく調べて作文されたい

Nun la deziro de mi jam sepdekjara al japanaj artistoj estas, ke 
ili tenu sin en la propreco de Japanujo kaj ellaboru nur japanecan 
artaĵon ・

問題B 支那事變の眞意義は，破壊にあらずして，建設にある

本題は非常に簡單で,問題となるのは厂意 

義」をsignifoとするかsencoとする力、「支 

那事變」を如何に譯すかであらう。

厂支曲:事變」はĈina Aferoである〇 Japana- 

Ĉina Konflikto 又は Ĉina Konflikto の譯も 

可成あったが,konfliktoは厂紛爭,軌蝶」で 

konfliktoの結果が事變となったのである。 

厂支那」は昔はĤinujoが用ひられたが今で 

は殆んど皆Ĉinujoを用ひてゐる。支那人自 

身もこの形を採用し, Ĥinujoを用ひるのは日 

本人位のものであらう。厂意義」は此處では 

signifoである〇 sencoとsignifoは同じに 

使はれる場合もある力:，sensignifa, signifo

plena とsensencaの例でわかる通り，細い 

說明はし難いが此場合はsencoよりもsig

nifo が適するのである〇

厂礙意義」をversignifoとした方があった 

がvera signifoの方がよい〇之を副詞にする 

場合ならば(vera signifo)-e=versignife と 

なるが,versignifo=vera signifoであるから 

この樣な場合は一語としなし、。例へばbelarto. 

はbela artoではなくてbelo-artoであるわ 

ら一語にするのである。厂破壞」は殆んど皆 

detruo, detruado, detruiの何れかであった〇 

同樣に厂建設」もkonstruo, konstruado, kon

strui が大部分を占めてゐる〇 detruo, kon

struo は單に行爲を示してゐるのに對L, 

detruado, konstruadoは動作の繼績を意味す 

る。この場合は建設に對する破壤,破壊に對 

する建設と單に對立にした槪念を示すのであ 

る出ら・adoは不耍と思ふが，-ad-があって 

も不都合はない。一iの形も惡くはないが， 

detrui domon とカゝ detrui civilizacion とか 

目的語のある場合は別として,此處では名詞 

形の方がよいと思ふ。厂破壞」をruinigoと 

した方があったが,detruoに比べると可成り 

穩かである。厂建設」に對してはestablo, 

fondoの譯があったが，何れも厂設立」の意 

味である。厂にある」はkonsisti enが適譯 

である。esti en又はestiでも間違ひではな 

いが，少しギゴチナイ感じがする。ekzisti en 

はesti enよりも更に感じが惡い。

譯例

1. La vera signifo de Cina afero 
ne estas en detruo, sed en konstruo.

(Kato')
大體よい譯である。neをestasの次に置 

いた方がよく，la Ĉina Aferoとlaを付し 

大文字で書くべきである。

2- Vera senco de la hinlanda tu
multo konsistas ne en detruado, sed 
en konstruado・(Higre Toĝi)
tumultoは混亂である。

3・ しa vera senco de la ĉina akci
dento ne estas detrui, sed estas kon
strui. (Sen Nakamoto)
akcidentoは厂偶發事件」であるばかりで 

なく問題が小さい。支那事雙は決してakci

dento ではない。

4- La aŭtenta signifo de la ĉina 
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konflikto troviĝas ne en la detruo, 
sed en la konstruo・(チョコ)
aŭtentaは公用語のaŭtentikaを用ひる方 

がよし、が，之は厂確證がある」又は「公に確 

認された」の意味で決る。troviĝiはekzisti 

と同じである。

5. La vera intenco de Ĥina Akci
dento estas ne en detruo, sed en 
establo. (M. M.)
intencoは:匚合が惡い〇之を用ひるとすれ 

(X La vera intenco de la Japana Registaro 

ĉe la Ĉina Afero...となるわけである〇

6. La vera signifo de la ĉina afero 
kuŝas ne en detruigo, sed en konst

ruo. (Cugi)
kuŝasは寧ろestasよりもよいだらう。

7. La vera signifo de ĉina afero 
ne dependas de detruo sed de kon・ 
struo.(忘羊)
dependas deは惡い。これでは建設によっ 

て眞意義が定まると解釋される。

8. En vero, la ĉina afero sign fas 
ne detruadon sed fondadon.

(Maeda Teiĵi)
この譯も惡くはないが，和文エス譯の練習 

には出來るだけ原文に近く譯するのが至當で 

ある。同じ意味なら何う譯してもよいのでは 

本當の練習にはならないC

La vera signifo de la Ĉina Afero konsistas ne en detruo, sed 
en konstru〇.

成績發表
a.申し分のないもの。

b 多少缺點はあるが全體として勝れ 

たもの〇

c. 致命的誤謬はないがbに劣るも 

の。

ĉ.缺點の可成り目立つもの。

d. 尙多少硏究を要するもの。

名前の載らないものは充分エス文の構 

成に就て硏究を要す。

A 〇 二倉平治，旭風,Tonĉju, Seiiĉi, Ob, 

N judo,綠星子,Strigo,寺田和子
c. H・ Soj, Ŝinĵoo-C,前田義琳,Sen5Ok, 

Hiro, K. Haŝida,ミノル,・吉道光ゝ Mota, 

喜稔,Tigro, Kurodaija, Hoajaan, Tanko, 

Neĝero,田伏三郞，Ŝoro, ĵum, Y. M., Klini

ĝinta turo, Tojoŝi,岩元正雄,Meteoro, C. 

K., Koniŝi-Norio.

d, 加藤秀雄,Studento,増山,R. F.,多岐彥 

B a. J. Date,ミミ,Kato

b. M. TODOROQVI, G. Jamada, B. 1., 

Ruga Planedo,星明,犬村幸治郞，森田松之, 

タカシ,Cugi, Maeda Teiji

c. Junkarbo, Jaŭs, Inohara Nobuko, Seiŭ 

Sogen,彤星,フミオ，J. Hukui,新入生, 

Matenon Longa, Virineto, T. Sujama, Aŭ

tuno, 永江淸，IIigre・To@i, M・ Sat6, Kino, 

M・ M., Sen Naka moto,チョコ,Aŭtomobilo.

c 柚杖武史,Midori,亡羊

新課題•十月號發表・

A. この態度が，我國に始めてエスペ 

ラント普及事業を起した先覺者逹の遺 

した傅統的精神に基くものであること 

は,三十餘年にわたる運動の歷史の物語 

るところである。

B. 戰爭と平和とは必ずしも全く相反 

するものではなくて,平和の爲の戰爭も 

ある〇

規定 制限:A, Bいづれか一方を擇んで 

應募すること。(兩方へ應募したば 

あひはAの分を無効にする)。

氏名:誌上での備名は口由であるが，原稿に 

は,必ず住所氏名明記のこと。

用紙:ハガキまたはハガキと同じ型の紙。 
締切:8月5日着便。 '

宛名:學會内「和文エス譯」係。
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AR执耳£减寒をき Espera n to- Dpjgao

潰え公

ナランダ・のアルンヘ厶＜ Arnhem）には

Espera nto- Dom 〇 （エス ペラン トの家）と

いふのがちる。私がEsperantoの家に 

行ったのは1936年7月25日だ。

午後2時22分Amsterdam を出發 

して車中知り合ひになった娘さんが英語 

をよく話すので退窟せずに1時間程走っ 

てゐると，午後3時54分にはもうArn

hem に清く。驛頭には离國ヱスペラント 

聯盟の副會長であるD-ro Isbrŭckerの 

娘とその從姉がverda standardoを持 

って待ってゐる。私が構外に出るとすぐ 

! 一人の娘さんが"Hallo，atendu mo

menton, samideano • ”と 云って出てく 

る。同じ列車に乘ってゐたらしいが室が 

] ちがったので知らなかったらしい。私の

ス-ツケースのverda stelo を見て,か 

! く叫んだのである。彼女はTh. de Zoete 

といふHillegersbergからの娘だ。こ、 

で4人がワイワイと云って喜んだ。全く 

里歸りの花嫁の樣に氣持力:ユッタリとす 

る〇とにかく巡査もEsp.でBonvenon, 

sinjoro !と云ってくれる稈綠化された町 

である。

XXX

こゝでー・言 Esp-Domoを紹介してお 

こ5と思ふ。Esp-DomoはもとArnhem 

市立託兒所の建物を市長がIsbrŭcker氏 

の人格どエスペラントの聖職に對する熱 

心さに感動してIsbrŭcker氏に寄附した 

ものである。

XXX

私とF・ino Th. de Zoeteはすぐタクシ 

ィをよんで乘り込んだ力F-inoIsbrŭcker 

画と從姉とは自 車に飛びのってサッソウ

とついて來た。Arnhemは靜かな美しい 

樹の都だ。しかもオランダでも有名なブ 

ルジョアの澤山住んでゐる町だ。

タクシイが走ること約十分にして淼の 

中にはいって行く。池あり,ベンチなり, 

丘ありのparkoだ。すると遙か彼方に 

建物が見へる。と思ふとその前まて來て

ゐる。これヵ;Esp-Domoである〇何ん

て美しいparkoにĉirkaŭiされてゐる 
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んだらう。と先づビックリする。

私がTh. de Zoeteの手をとって降り 

て くると Domo-mastrino の S・ino Is- 

brŭckerが戶を開けて迎へに出て來る。 

そして堅い握手をして私をmia ĉambro 

に導いてくれる。私の先づ欲したものは 

banadoである。日本にゐる時は毎朝入 

浴してゐたのに旅に出てからは,とかく 

不自由である。Dunkerqueを出てから, 

もう一週間も入浴しないで,ベルギー， 

オランダを步いてゐるんだもの,くさい 

樣な氣がしてしかたがない。

規類へ來てゐるのだから遠慮はいGぬ 

と，S-ino Isbrŭcker に Donu al mi 

banadon.といった〇 彼女は Volonte, 

momenton.といって湯加滅を見に行っ 

てく'れる。そしてゐる間に私は ・週間に 

よごれた洗濯物を全部出して，いつでも 

風呂に飛び込める樣にと力みかへってゐ 

ると，"Jam preta.v戶の外から云って 

くれた。そして風呂に入って先づ何をし 

たか。私は疲れぬ先きに頭髮を洗ってお 

こ5と思って洗ってみると,すぐに湯が 

きたなくなった。一週間のゴミ上洗はれ 

たんだからたまらない。そこで，一應洗 

濯をしておこうと，靴下3足,ノ、ンカチ 

5枚，x x3本,シャツ2枚洗った。おか 

げで身體を洗う頃には疲れてしまった。

洗濯物を乾す所がないものかと出て行 

くと,日本の樣な物乾耋がある。これに 

ぶらさげておいて一先づ寐る。間もなく 

ノックをするものがあって"Jam estas 

tempo kunman色.''といふ女の聲だ〇成 

程腹もへったわいとhorlog 〇をみると6 

時30分だ。あわてゝ起きて食堂に行く。 

いづれの面々とも初對面だから丁寧に握 

手をしてまわる。このEsp-Domoの初 

の日本客だといふので皆が私の一-學ド」 

投足に注視してゐる。“日本代衣''の悠 

あり。何を食ったか忘れた力;,皆がこん 

なものは日本で食;ふかとか何とかたづね

るので，返事をしてゐると,いつも僕が 
一番最後に皿をかへることになつらしま 

う。今,印象として殘ってゐることは僕 

はパンをよく食ふが,・外人達は薄いパン 

の一片でしまってゐることだけである。 

食後のデザ-トもS-ino Isbrŭckerの心 

づくしの家庭菓子でとても5まいもので 

あった。それから一時間程komuna ĉam- 

broでbabiliしてゐると,Arnhemに住 

んでゐるgesamideanojが續々と來る。 

俺が來たので見物に來たのだなと思って 

ゐると，8時頃になると一同kurso-ĉam- 

broに來いといふ。行ってみると50人 

程がらくにはい九る敎室だ。今晚はエス 

ペラント文學論の第x講があるといふ。 

凡そ文學は僕に苦手だ。しかし飛び出す 

わけにもいかない。しかたがないと觀念 

する。司国者が立ってjapana samideano 

が來たので,すこし東洋の話をきかうと: 

いひ出した。やっかいなことを云ふなよ 

俺はお客なんだし,疲れてゐるんだから 

と內心では考へたがinternaci^ kutimo 

としてrifuziするわけにいかぬ〇やむな 

く立って20分程R本のエス運動の發展 

についてホラを吹く。私の論旨はこうだ。 

今日歐洲に起ってゐるエス運動の最大目・ 

標はKsp-ujoは歐洲にあるや，東洋にあ 

るかといふ問題である。瓦の旅の紳驗か 
ら云へば,オラシダか日本かといふこと ;

に歸する。オランダにはEsp・Domoが j 

あるが日本にはない。 しかし,日本は 

Esp-landoである。それはシェラーの旅行 

記にある通りで明白だ。こんな時には, 

まだ禎んだことのないSchererの本を 

出しておく。といふのはSchererの本は 

世界のEsp-istaroをして日本を認識せ 

しめた偉大なる功勞者である。

といふ樣なわけで,拍手に送られて降壇 

する。次に,文學論はfrua paroloであ 

ざやかなものであった。名前は忘れたが 

私の會った中では先づ一流の辯十である 
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彼の中心問題はKalocsa yであったが私に 

はKalocsayも何もなかった程dormema 

であった。こんなにlacaだと死にそ5 

だと思ってbieroを一本注文して寢に就 

いた〇

翌26日胡8時ellitiĝo. 一同は三々 

伍々とmanĝiして出て行く。皆んなー 

緖に食ふのはvesperoだけらしい。この 

點は日本だと無Si!に起して一緖に食ひた 

がるのよりは合理的である。9時頃から 

又々私に日本の話をせよといふ。

Komuna ĉambr〇で一同圓卓をかこん 

で話をしてみたが,皆んな日本の產業的 

發展にー懲も二踏も.してゐる。若し日本 
が地球上になかったE有色人極の國は皆 

無だらうと誰か¢云って日本をおだてよ 

ったが,-•同はそれを厅定してゐる樣だ 

った。.一,

尙,申しおく.れたが，このdomoにゐ 
る人種を云ふ匸,日本人1人，アメリカ 

人1人（男）,イギリス人（夫妻）,フラン 

ス人（夫或）,ポーランド人1人他オラン 

ダ人8人程て・ある。これがEsp. Lか話 

さないのだから而白い。又,誰も他の 

.lingvoを話さうとせない。文字通り 

internacia domoである〇午後,一同そ 

ろって動物園へ行き，又オランダ唯一の 

露天博物場（openluchtmuseum）をみる。 

動物園には寫眞機を持・ノ込む時は50錢 

とられる。露天博物場は有益だった。日 

本にこんなのはないから。すべてが自然 

の狀態に置かれてある。

ブラブラと皆んなが腕を組んて•町を通 

って歸って來たのが午後5時だ〉それぞ 

れ室に歸って何かしてゐたのでありう。 

私は手紙を書いて故鄕に送った。

ノ\ンブルグ

7月27日，いよいよEsp-Dom〇の生 

活も終りだ。そう思って朝7時頃に起き 

る。しかし思ひ出すのは，このEsp・ 

Domoの生活が，とても忘れられない良 

い印象を私に與へてしまったことがある 

き葉が自由なことも，その重な原因であ 

ろがS・ico Isbrŭckerの社交的サ-ビス 

振りに,全員が均等の偸快さを感じたの 

である。食事もうまいし,kantoも色々 

ときける。娛樂は國際的で，吾々は見た 

こともない芝居まじりの遊びも見れる。 

Esp-istojは是が非でも訪問せねばなり 

ぬEsp-ujoである。

このdomoの圍I）の庭は美しい芝草で 

綺麗なことはロンドヨの女子大學の庭の 

比でない。“吾等の家''はか程に美しい 

ので決ると自慢したくなる位だ。世界中 

から來るsamideanoを相手にサービス 

するS-ino Isbrŭckerはお母さんみたい 

に感じわれる程やさしい人である。

このdomoの一泊がH本金で7圓だ。 

風呂は80錢。先づオランダの生活費が 

如何に高いかじ分口う〇

X - X X

・二日間お世話になったお禮に日本から 

持客した日本畫その他をdonaciすると 

S-ino Isbrŭckerも心から喜んでくれて 

色々と旅に必要なものをくれた。

私が餘り民族意識的なのでIsbrŭcker 

夫人は最後にオランダ人も牛冇色人種な 

のだといってゐた。

いよいよ11.時36分の汽車に乘らね 

ばならぬとfraŭlinoと驛まで來る。彼 

女は美人といふ方ではない。どこの風で 

も美人は薄情で愛想が惡い。彼女は不べ 

ッピンだが,實に誠意を以て親切にして 

くれた〇 Dankon, mi salutas vin eĉ en 

Osaka.と云ひ殘して列車はドイツの國 

境へと走って行く。

こゝで車中で日記に書いたことを轉載 

して參考に資する。

1.オランダ人は一目見ても親しみを 

感じるがドイツ人には感じない。しかし 
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つきあへば善良な人間の樣にも思へる。

2. オランダの女は一切化粧をしてゐ 

ない。どこの國で电化粧の程度に反比例 

して，そのinteligentecoが判斷出來る。

3. ドイツの國境にはいって行っても 

女は化粧をしてゐない。

その他色々とあるが都合で省略する。

Esp-domoでイギリス人のS-ro Haus 

からきいた話だが,D-ro Nitobe-Inazoの 

英語演說は國語體で子供みたいだといふ 

或る年のこと Ĝenevo でEsp-Kongreso 

力:あったとき,D-ro NitobeがEsp-istoj 

の會合で英語を以てEsp.の効用を話さ 

れた時，早速,例の Edmond Privatが 

interpretiした〇ところヵ;Nitobeさん 

のおとぎ話みたいな英語をPrivatは天 
下の名演說と思はれる位に上手にEsP- 

に通譯したといふことである。溫厚な 

Nitobeさんのことだから,さぞかし溫厚 

にparoliされたのであらう。イギリス人 

にはきゝづらかったのかも知れない。

XXX

夜8時，ドイツのHamburgに着く 〇 

はじめて見るナチの國だ。しかし,もう 

すっかり暗くなって何も見へない。たじ 

ハーケンクロイツの旗が驛の構內までも 

ぶらさげてある。すばらしく美しい町で 

ある。プラットをまちがまへて出てしま 

ったので,自働電話機のある所まで!〇 

分ばかりス-ツケ-スをさげて行く。僕 

はドイツ語では電詰がかけられないから 

一思案してゐると,インテリらしい靑年 

がボックスから出て來た。しめた。この 

靑年ならEnglishは詰せるだらうと思っ 

て,“僕はドイツ語では電話をかけられ 

ないから,すまないが’N・ro x xにつな 
いでくれ''といふとOh, ok.といって 

boxに一緖にはいった。先づU.E.A.の 

del. S-ro Baemannにかけた力环在だと 

いふ〇ついでS-ro Schulzの紹介してく 

れたF・ino Paŭlo Marxにかける〇よく 

判らぬ英語で話をきめてしまって，とに 

かくタクシイで飛んで行く。ところが， 

その家がよく判らぬので,運鹽手もまゐ 

ってしまったとみへて，おかしな顔をし 

て,何んとかしてくれと云ひ出した。し 

かたなく車をおりて，道行く人にたづね 

て，Paŭlo Marxの宅をみつける〇

ベルを押すと一人の女が出て來て二階 

からCome in !とどなりつける〇すこし 

手荒いねと思ひ乍ら二階へ昇って疔く 〇 

彼女とは手紙を交換したこともないc 

た¢Schulz氏に泊めてくれとたのんだ 

處，彼女なら泊めてくれるからと云って 

adresoとtelefonoを知らせて來たので 

ある〇

彼女はユダヤの娘だ。もと小學校の敎 

員だったが，今は失業してゐるといふ。 

私は彼女の生活,彼女の知識欲,その書 

棚をみることによって彼女の全貌を知っ 

た。彼女は瑕のためにタ父の用意をして 

くれるといふので，私は一風呂あびて出 

てくると，もう用意が出來て中た。それ 

はユダヤ式料理であったが,う°まかった。 

何故なれば,誠意がこもってゐる。

彼女の家にはイタリー公使館の書記生 

cイタリー人っが下宿してゐる。彼も思ひ 

出して,おもしろい请1年だ。

この家で一泊匕た時の話題は非常に有 

益なものであるか紙數の都合上割愛する 

彼女は『現在の苦しみが樂しい過ぎし日 

の樣になるのを無抵抗で待つより致し方 

がない』といって淋しそうにしてゐた。 

夜のHamburg見物に出かけた私達は先 

づ『すべてのものは美しい』と言へと命 

せられた。彼女はエス器は話せない。私 

とは英語だけである。そして,私がドイ 

ッ語を話せないことをRestoracioを出 

てから非常に殘念がった。

家に膺ってイタリーの靑年と話してゐ 

ると,彼は，『吾々は食ふ爲めにはすべて 

のものを犧牲にする』と云ってゐた。公 

便館の書評生も犬悟してゐる。
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〔公告〕

全國の會員諸氏團禮の各位へのお願ひ

後援會活動資金の强化に就て

後援會もこの四月から愈々第三年度を迎へ 

ましたが,殊に長期裁化された支那事變の重 

大發展に當面しまして，顾際語連動としての 

立場から日本文化の紹介及び事變眞意義グ闡 

明を中心とする對外宜傅の活動を通じて國策 

對應の道を進むことが,後援會今年度の主要 

な任務とされ,今日までは •杯の活勳を績け 

て參りました。

銃後の國民外交は我が手にありと許りの若 

手の人達の元氣一杯の活動こそ,もとより會 

の活動力の根幹をなすものではありますが， 

その背後にあって御多忙の裡にも不拘,一々 

の議枣に参加されて御指導を赅はる淺田，佐 

々城兩先生の御努力，更に煩らはしい對外交 

涉を一身に引受けて奔走して下さってゐられ 

る岩下斡事長はじめ,全員一致協力の活動が 

續け门れて來ました。今日の國を擧げての非 

常時突破の重責の一半を，文化人の立場に於 

てエスペランチストであることの誇りに於て 

拠ふのだ，といふ氣持ちが今迄やゝともすれ 

ば分散し勝ちな心を，堅く結び付けて一團の 

熱火と化したのではないでせうか。今迄私達 

はエスペラント運動の限界の中でのみ考へ勝 

ちでありましたが，今日國家の非常時に際し 

てその使命遂行の聖業に對する文化人として 

の正しい協力の立場に立つことが，私達の當 

然の義務であることに考へ及び,この確信の 

下に私達は全く未開拓の外界に・乘出して疔っ 

たのであります。

そして一・步一步苦難の道を拓きつじけて今 

日に至ったのでありますが，この努力の三ヶ 

月の成果は，海外二千の都市代表者に發送さ 

れた7種の册子としていま諸君の眼前にある 

のであります。この成果が諸君の期待に比し 

て大きいか，小さいかそれは諸君の御判勳に 

俟つ他はありませんが,然し今日迄の外部交 

涉の努力，會證及事務の加重,反譯編輯並び 

に發送の努力が如何に大きかったかは諸君の 

御想像を煩はしたく思ひます。

然もこの私逹の努力も,過去の先輩諸氏の 

それと,地方の盟友のかくれた努力に比べて 

は，誇るに足り得ぬ當事者の主觀的なものに 

過ぎないでせう。それにも不拘，猶こゝに多 

言を用ひた故因は,今日の運動の重大轉換期 

に際しその挺身部隊としての私達の仕事に對 

して，更に更に大きい關心とより深い理解と 

を全國の同志諸君に期待したいために他なり 

ません。何故ならば,今日の私達の自主的な 

事業が一應の成果の限度を突砂しない限り, 

外部からの本當の認識と援助とは期待出來な 

いので, この際4可うしても, いかなる難關を

も突破せずんば止まぬ熱意と之を支援する財 

政的兵站線を我々の手で自主的に附和ねば 

ならぬのであります。

この二倏件が備はるならば,外部の支援は 

自から我々の努力によって得られると確信し 

て居りますので,私達は何よりも先づ全國の 

會員諸氏並びに團體の各位に對して，心から 

次の二項をお願ひしたいのであります。

1）役員の激勵と事業への意を寄せられた

いこと。

2）出來る丈け皆さんと皆さんの周圍から 

活動の資金を後援會に送って頂きたいこ 

と。

なほこの資金の當面の用途は，占領地域に 

於ける文イ匕の復興，民衆生活の向上，宣撫及 

び救護工作の現狀等の今次事變の建設面を示 

す寫眞帖の作製に當られる豫定であります 

が，今後の當局との交涉及適當なる資料の有 

無に依る變更はお委せ願ひたく思ひます。

エスペラント運動後援 盖
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TOKIO VOKAS
海外放送にエスペラント 

藤澤親雄氏:Esperato-Movado en Japanujo 
・東京中央放送局が海外へエス
ペラントの議演を放送する"

外國では，すでに早くから國外放送にエスペ 

てゐるが,日本ではまだ一囘も海外放注にエス 

東京中央放送局では，今囘はじめてエスペラン

講演は藤澤親雄氏C學會理事）のu Esper

anto-Movado en Japanujo "で,放送は8月 

!日の午前行はれる。もし，この放送が成功 

すれば,海外時事放送へのエスペラント採用 

に多くの期待が持たれるわけである。

1937年世界ラヂオ統計

«IEし年鑑》Kよれば,1937年度に世界 

屮で放送されたエスベラント講演,講座は, 

下記の統計のとほりである。

ラントを盛んに利用し,それぞれ好成績を擧け 

ペラントが用ゐられたことがなかったところ， 

ト講演の海外放送を行ふことになった。

阈 名

オオストリア 
ペルギイ 
チェコスロパキア 
エストニア 
フランス 
イタリア 
リトビア 
オランダ
ノオルウェイ 
スウェエデン 
その他

瞬

63
53
58
80
66
38
60
53
87
20
22

涓座數

126

79

20

1937年ま 
での累計

2423
379
526
883

3551
301
453
607
354
2006
13596

合 計 800 225 25079

■・厂その他」の累計にはドイツ5850を含む。

エスペラントで國際親善

久保貞次郞氏兄弟ヨオロッパへ

厂エスベラント會話」の著者久保貞次郞氏（學會評議員）が，その厂會話」を活か 

して,日本を紹介し,外國人の認識を是正するために,義弟久保汎氏と同ぶ，ヨオ 

ロッパへ行かれることになった〇

久保氏は,小侵兒棄の圖畫三千點を携へて 

行•き,アメリカおよびヨオロッバ三十餘ヶ阈の 

各地力中小學校生徒作品と交換し.,又适心を 

通じて國際報善を诔めようといふのである。 

更に氏は日本の古金畫（雪舟,宗達,光悅,人雅, 

蕪村,竹FH等々）の優れた複製品をもつて行 
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き，隨所に展覽會を開く。これはキット歐洲 

の專け家逹の間に口本への理解をますことに 

役、上っであらう。氏は,ロ米學生會議に第1 
囘以來毎囘參加し，その代表としてア・リカ 

へ疔ったこともあるほどで,英語の會話は最 

も得;®とするところであり,ドイツ語にも達 

者であるが,今囘の旅行においては，转に工 

スペラントを主として用ゐ,行くさきざきで 

エスペランチストと逢ひ,座談的に日本に對 

する誤解の一 •掃に盡されるはずである。

出發は,8丿］4日股濱出帆の郵船H枝丸で 

12月末歸國の豫定である。

日本觀光エス協會創立
エスペラント文厂大阪案內」の刊行に力を 

得た大阪エスペラント會では,この機連に乘 

じて,日本觀光エスペラント協會の創立に乘 

り出した。

その規約（草案）は下記のとほりである。

日本觀光エスベラント協會規約

（草 案）

-・、本會ノ、日本觀光エスペラント協會 0a・ 

pana Esperanto Turisma Servo）ト稱 

シ本部ヲ人阪ニ就ク（人阪市北関处梅川 

町・二八プリミャハウス內）

本會ノ、必要二應ジ各地二支部ヲ設クルコ 

トヲ得

二、 本會八東洋各地ノ觀光エスベランチスト 

間ノ連絡ヲ圖り觀光關係者ニエスペラン

トヲ普及スルヲ以テ目的トス

三、 前條ノ ロ的ヲ逹スル氏凡ソ次ノ班業ヲ仃 

フ

A・オリンビック,篦國博,世界厚生 

询議ソノ他國際的機會二海外エス 

ペランチストノ誘致，斡旋並二彳占 

舍ノ調達

B. エスペランチスト及ビエスペラン 

ト觀光團ノ海外視察ノ斡擁並二在

外觀光團钱トノ連絡

C. 觀洸展覽會,講演會,講習會ノ開催

Ĉ.其ノ他必要ナル爭業

四、 本會八本規約ヲ承認シタル有志ヲ以テ組 

織ス

五、 本會二左ノ機關ヲ置ク

A. 總, 會

B. 常任委員禽

六、 總會ハロ本エスペラント火角ノー・分科會

トシテ開泄ス

七、 常任委員會八本部所在地ノ會員ヨリ總會 

二於テ選出シ本規約及ビ總會ノ決定二反 

セザル範園ニ於テ本會ノ事業ヲ執行ス 

其ノ任期ハ次囘總會迄トス

八・常任委H會ノ、必要二應ジ次ノ部㈣ヲ設ク 

A.總務部B連絡部

C.宣傳敎育部

九、本會二顧問若干名ヲ置ク

十.本會ノ施行細則ハ總會ノ決議ヲ經テ常任 

公員會之ヲ定ム

厂觀光大阪」の心得座談會に

エスペランチスト側からも

大阪市產栗部では，1940年のオリンビック 

萬博,大阪で開かれる萬國厚生會議笹の對策 

を練るため6月28日天滿野田屋に大阪駐在 

各阈總領爭,領事その他觀光關係の內外人十 

數氏を招き座淡會を開いたが,IELC國際エス 

ペラント聯盟J日本代表進藤靜太郞氏も招か 

れて出席,エスペラントの實用性に就いて， 

その峻富な體驗を基礎として,大いに說いた。

觀光案內エスペラント講習會

5月開講，聽講者100人を超す成功を收め 

た講習會につづいて,大阪では,下記のとほ 

り歡光案內エスペラント短期講習會を催すこ 

とになった。

この際人阪に友人を持つ人々は，ぜひ勸め 

て參加させられたい。

會場 日本高等豫佈校（Fi本橋四丁目） 

期日中級7月4口から4週間

「 初級8 n1日から4週間（月,水 

木）朝の部,夜の部開催の豫定 

進蔽靜太郎,城戶峪益敏,剰京利秀, 

兒必壯ーの諸氏

中級,初級各2 ［〇］（テキスト20錢: 

中級80名,初級,朝，夜各1〇〇名 

日木髙等豫備校,學會大阪支部,大 

阪エスペラント倉（北區東梅旧20 
ブリミヤハウス內）

巾込ハガキで主催者宛に申込みのこと

師 

費H

催 

講

會

定

主
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第6回北海道エスベラント大會

昨年止むお得ざる事情で無期延期した第6囘北海道エスペラント大會わ,下 

記日程で開催することにした。•本年わ如何なる事情が突發しても開催する積
である。

場所 旭川市商工獎勵館 10.30 大會協議會

B 時 昭和13年8月7日 12.09 晝鑒會

8.00受付 1.00 大令協議會（續行〉

9.00開會式 4.00 閉會式

尙準備委員命迄に呈■出された大會協議會議題には下記の如きものがある。

； 1.北海道エスペラント聯盟規約の一部改正。

{ 2・1940年冬期オリンビク大會に際しての吾人の對策如何。

ヽ 3. 純エスペラント運動の方策如何。

［ 4.其他。

I . ______________ ・し’

［東］ ::

TEKの活動

☆AES例會訪問6月10日TEK委員松 

本,石川,石堂，根本，及び後援會幹事長岩- 

下の諸氏。 岩下氏最近エス運動の動向にっい 

て,松本氏後援會の業績及TEKの使命現狀 

について說明a各種フ・ログラム豐富にて來會 

者一同感激裡に散會。

☆橫濱訪問6月］2日TEK委員松本,石 

川,石堂,他に岩下,笹原,野村，岩間 

の諸氏。雨にも關らず橫濱側佐久間,鈴木,富  

盛，堤,渡邊の諸氏及び婦人同志動名。埠頭, 

山下公園,ニューグランドホテル等見學。巻 

養の際岩下氏エス運動放近の狀勢にっき說 

勢。後一同YMCAにて小憩。晚鑒を尾上町 

喜久屋にてとり,松本，石堂，石川，增田諸氏 

より中央のエス運動の情勢と方向に就いて說 

明,梅濱側も發番,互ひに今後の活潑なる活 

動を誓ひ合った。

☆委員會6月15日學會に於いて。

1・經過報吿——C司會者石堂）。a.橫濱訪 

問に就いて——石川。Ob. AES訪問に就い 

て——石堂。Oc・講習指淳法の講習命計畫前 

囘決定通り6月22 U開催,於學會,講師佐  々

城佑先生と決定。

2.協議事項一a.新委員確定，フロント 

安逹AES笹原。Ob.調査表,旣に配布屮の 

も各委員より調査あリし分を呈出した。6 ）} 

終日にて一應*切 。g潘習終了若歡迎懇親 

會の件,6月19日會費は一人30錢とし場所は 

增皿一任。ファレール印象記は希望者に 

賞費で取次と決定。◊<!. TEK委員部署割當 

の件——（記錄係）石川,石堂（會計〕松本,附 

田。アジア自治協會々員最近上海より歸 

朝の杉澤博吉氏の話をきく會一岩下,增旧 

に一任。次囘委口會一6月29 口と決 

定。◊も委員會には各ロンドよりの提案持寄 

りの事と決定。◊）1・連絡陨化,各委員及委員 

とpンダーノ間を緊密述速化すあこと。◊出 

席委IIーー下村，笹山,鎌田,安達,征原，井 

伏貞于（代理），^m,石堂，石川。

☆講習卒業祝賀懇親超6刀19 0午後？時 

よリ神m,「たけむら」にて本年度第一囘講習 

生卒業祝贺と懇親力會を開く。講帥松本健一, 

萬澤まき,江上不二夫の諸氏を始め，學會三 

宅史平氏,TEK委員及び初等,屮等,髙等科 

の卒業生諸氏等約25名參集。FER講習卒業 

生此れに合流し7名のf-inojが加ったので理 

窟拔きに寬ろいだ,ハチ切れる樣が若さの溢 

れた,お茶の會を展開,石堂,石川のMarso 

Patriotaの模範的 ⑺介唱に次いで一同齊唱。 

romon aludoの爆笑裡に9時散會後,局等科 

卒業生だけは江上氏のapartamentoにて才 
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ットリと二次會をやった。

☆委員有志申合せ6月22日，水曜例角終了 

後委口仔志の巾合せ（;但し29日委口會に諮 

ること）,〇a-調査表記人濟のものを提出。 

b.來财第1水曜よりRevizoroをtekstoと 

anonci. <>c.次會委員會6月29日とanonci. 

Oĉ.ファレール•バンフレト希望者受付以 

上司會?!松本說明）。Od,杉潭博再氏の話を 

きく會24 ロ（金）19時よリと決定一柏嵌 

吿。Oe.物をきく令等の催を1ケ刀1囘宛開 

く 爭〇 來月は Oratora Kuveno 7 JJ 27 0 19 

時より。备ロンドは選手を出すこと。7丿]6 

日迄に演題を知らせること。Of・磯部孃歸朝 

说迎會の件婦人聯盟に•任のこと。◊色井伏 

貞子,婦人聯盟委員を選出されしことanonci. 

Oh. ロンド訪問——婦人聯盟7 ]\11H19lHr 
上り。

東京地方在住のエスベランチスト諸氏に 

お頼ひTEKとQ連絡を良くした方が 

萬事椰台良ろしいと思ひますから,成る 

べく何れかのロンドに屬するか或は新に 

ンドを作られてTEKと連絡して下さい

☆杉澤博吉氏に结をきく會6月24日アジ 

ア仃治協會から中支の建設に協力參加するた 

めに上海に派逍された人々の團長として活 

此の程•時时朝された杉澤博吉氏の來會 

を乞ひ,最近の中支殊に上海の狀況及今後の 

建設等に就いて聞いた。出席者13名,主と 

してTEK 今後の大陸建・浚とそれに協

力するエスペランチストの態箜について一同 

深い喑示を與えて頂いた。

jiiviiiiiiiiiHmiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiu 
] 7月27 ロ19時より於學會 |

| Oratora Kunveno i 
|各ロンドより選手i名以上を送られたしi 

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiniiiiiiiiiiiiininiHH!1111111niniiiiintiniiiiiiiiiiniiiuin 

☆有志事務手傳6月10日のエスペラント7 

月號發送日及び6 n16-7兩日の國策バンフ 

レト發送日にはTEK フロント,マルタ,

AES等及高等科講習等备イj志も加って,發送 

事務の手傅ひをした。我等の仕爭を我等の乎 

で!と云ふ聲が旺んになりつ、ある。（石川） 

☆講習指遵酋の爲の講習6 H 22 ロ講師佐 

々城佑氏。’當夜は出席者26名,而も何れも 

都下一流のesp-istojで各々热心に，先生の 

豐富なる御綁験を慕礎としたお話に耳を傾 

け,幾多の御敎訓を與へられた。猶,次囘よ 

V水礙例會は19時一20時と云ふことに巾存 

せた。

——TEK - adreso:學會氣附 ——

水曜例會

每囘十七八名の川席ちり。佐々城佑先生の 

講義にて,去る6 JJ15 Hの水曜を以って一 

應Rabistojを了った。猶,每囘講義終了後大 

抵は，tekstoに依りroloを決めてrondlegi, 
時には佐々城先生も加はられて模範を示され  

る。乂,時々kantoj合唱する。

學僉例會敎材

學會例會（水曜午後6時）にナる佐々城 

佑氏指導の硏究資料は“い Rabistoj " 

を終へて,7 JJ®1水曜（6 IDから

La Revizoro so 錢）

雜加歡迎,會費無料

ロンド・ハルモニア合唱團

毎週土曜18時より銀座小野ビアノで練習 

を續けてゐたが7 ）]からは拒揮者安井義夫氏 

の職業上の都合に依り出席不能になりさうな 

ので，對策としては,合唱希望者を更に募る, 

程度は餘り鳥等に行かず,低級化せず誰でも 

這人り易いものとL,先づ希望者を集めてか 

ら,改めて會場,練習日,會費尊を決める帕 

指揮は安井氏か，同氏が駄目な場合は他の人 

にお願ひすること。要するに餘り丿ヾ袈裟なも 

のにしないこと,と決定。從來からの合唱團 

仃も,新希望者も,此の際特に學會內石川道 

彥宛御意見下さい。

東京葵學エスベランチスト懇談會

6 JJ 7日午後6上リ新宿キリンビヤホール 

宴會甥にて開會,出席者14名。

ブロ ク亠ラーモ

開會の辭 斡 门山田貞元
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早大エスペラント愈

前列左から大离氏, 

勝俣敎授,三宅氏

新會口の自己紹介 帝に納:科 安本正二

・ 同 掛見眞津夫

Farmacia Krestomatioに就て 三康隆三郎

早大エス

最近Q我が國エスペラント界の狀勢

伊藤己酉三

所感

來賓埃拶

放近支那視察談 

閉命の辭

福富

日本藥很筋山 

藥業週報石谷 

漿業時報山口

幹 事右近秀藏

雄
-

夫
喜 

義

矣

熊

友

記念撮影をして午後1〇時過散:會した,猶 

次囘幹事は伊滋己西三,上【】1嘉三郎刚氏と決 

定。此の會の記卞はI:記三藥衆駅に夫々扌曷載

早稻川人學エスベラント會は，昨年以來や 

ゝ不振の淋態にあったが,今年の新學期に講 

習會を開き,會員十數名を得,勝俣銓吉郎敎 

授を會長にいただいて，誇りの傅統を繼いだ。

6月25日午後6時から，?苫田牧舍に第2囘 

の會合を開いたが，この會合には，勝俣會長・ 

先輩の大島義夫氏,學會の三宅氏の出席を願 

ひ,大鳥氏からは早大エスペラント會の區史 

について,三宅氏からは,日本のエスペラン 

ト運動の歷史,と現狀について聽いた。また, 

會長からも座嵌的に,學生エスペランチスト 

の態度その他について,種々御注意があった。

された〇

ーーAdreso :妁町區富士見町營粲病院 

伊藝巳酉三飙附・

フロント・ロンド

A.E.S.六月例會

6月10日19時——21.5時,上野谢菜3階。 

出席者=會員12名及びT.E.K.より肖・ド, 

松本他4氏。司會者= S・!・〇笹原。

心づよい"Al la Fratoj ° Q合唱に始り, 

S-ro岩下,松本兩氏より,學會.後援會,T. 

E.K.に就いて,各種の戟吿及び今後の方針 

に關するParolado, S-ro多赧屋/"Quo 

VadisM, ° Seksa malsano"を S-ro 高部, 

得る所の多い事を喜ぶ,S-ro鈴木のkantaĉo 

とすばらしい kontrastoとなった F-ino 笠 

松の bela kaj vera kantoに耳を傾けた所 

でFerma saluto. Nia lingvoの活用を全う 

したkunvenoだった。尙,次脅■は7 J] 8日, 

同畤刻，同所。C鈴木〕

——Adreso:下谷區北稻荷52石黑方——

☆火曜例鑫最近乂々新入會ロを加へ，益々 

その元氣さを誇ってゐる。火嫌の夕べの來る 

のが待ち遠しい程,每囘嬉しい刻をRon

danoj は滿喫して 又次の週を 約して, 別れる 

めをおとしてゐる。月一囘づ、彳j■ふピクニー 

コ も 近頃は相當遠方迄行く 樣になり, その都 

度數多くの思ひ出を貽してゐる。

☆ハイキング前日の曇天に氣づかはれた空
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も，明くれば美しく晴れた5月25日——集 

ったフロントの Rondanojは（全員の參加は 

望めなかったが）元氣一杯で，ハイキングと 

しゃれた〇今废はいさゝか遠出を試み，奥武 

藏の高原のまたりへ……新綠の山々に，或は 

潺々たる溪流に詩情をそゝられ,加へてエス 

ペランチストとしての友情に快いHを送っ 

た〇

——Adreso:足立區伊藤谷木町14
«!本安太郞氣付——

大； ：阪

大阪エスペラント會

☆盒場變更例會々場お早稻田クラブに變更

した〇. E. S.會員わノ、リキッテおります。

☆進護氏旅行談 1910年の國際厚生會・議に活

躍するには.先づ通譯ら練習からと，朝鮮の 

旅から歸えられた進藤氏のエス語旅冇談お， 

順番に出席者一同通譯するC5月24日）。H 
本エスペラント協會時代の古い同志兒玉四郎 

氏が,現在Esp・istoが,どんな線に沿って運 

動し,發展しなければならないかを,豐富な 

體驗から語られ,さらに明治天皇とエス語, 

田中光顯伯とエス語等,文字通の秘話お話さ 

れて10畤近く散會（.5月31日;等输講の他 

に多少例會に色彩お加えています。

☆搆習倉中問谖吿 去る6月1日より池川淸 

氏お講師として,觀光案內エスペラント講習 

會お開曜すc新聞學藝欄の利用,効果100% 

の立看板等で宣傳したゝめ,7月號旣報の胡く 

受講者iOO名お突破し130名近くの參加者を得 

ました。今尙開催中故中間故吿に止めます。 

☆藤告前月號にて詳報の如く，每週火璀门 

19時から信濃橋日淸生命館6階早稻出クラブ 

にて例會■開催（第3火曜日わ平野町Trapezo 
で會話會）講習に參加された方も,是非出席 

して勉强お續けて下さい。（林報）

----Adreso:北區東梅田28
プリミャハウス内——

大阪案內出版祝賀畲
此程大阪が役所でエス文大阪案內を出版さ 

れたことは,內外同志から多大の寧激を以て  

迎へられ,今やその豫吿アノみを見そ海外から 

申込のあるもの35ヶ國100通近くに逹して 

ゐる。

よって,地元の大阪エスペラント會,神戶 

エスペラント協會初め關西エスペランチスト 

は,この壯擧を祝福し,觀光にエスペラント 

を,モットーとして,近く出版祝賀會を開像 

し，市當局者を迎へてータ『觀光とエスペラ 

ントの懇袒會』を開催することになった。

笏所 大阪市西區信濃橋,目淸生命ビル內 

大阪早稻田俱樂部

日腌？ nis ne金曜）午後6時

雀籃70錢c夕食を供す）。

出席者にはEsp.文大阪案內を初めエス文 

入大阪寫塚畫集及エノ、ガキ〔いづれも大阪市 

役所發行）を進呈する由。

「大阪案內」配布について 希望占は大阪市 

役所觀光保宛下記送料同封海外送附先明記の 

上申込みのこと〇

送料2部まで3錢,4部まで6錢,6部まで 

9錢，9部まで10錢,18部まで14錢。

:京 都

京都エスベランチスト 

聯盟六月の動き
5月27 ロ 應召の甘蔗要君の处めに送別 

會,かぎや。廿蔗君の元氣なsaluto.

6月2日委員會。

12 n u Bulteno de KEL” 6 月號印刷。

42 (364)



Jaro XIX LA REVUO ORIENTA N-ro 8

13 U Bulteno 發送。

15 B Monata Kunsido,かぎや〇

5 n中任關西Esp-isto有志懇談會で決定さ 

れた大阪に開催の舍の本年のJapana Kon

greso （5月18日の人阪朝日新聞參照）とR- 

〇・に發表の名古屋の Kongresoとの關係に 

就いて,乂萬國Esp.大會招致問題お巡って 

我々esp-istoの取るべき態屣及び之に對して 

Landa /Asocioの取るべき態度について,或 

わ現在の樣に日本のEsp.運動が殆んど國內 

に限定され國際的立場に立ってのEsp.運動 

として何等見るべき所がない時，Esperanto 

が果してInternacia Lingvoの名に値する 

か等の問題に就いて一同意見お交換した。尙 

S-ano對木から臨濟學院で開いた講習會に就 

いで報吿があった。

19日 Monata Pikniko若葉の醍醐え。/ 

F-inojの方がS-rojよりも多かったと莒ふ奇 

竅。（だから雨が降った

——Adreso:京都市寺町夷川上ル-

YMCA Esp.會木曜例會
5月26H 新しい teksto " Vivo de Zamen

hof n を讀み始める■橋木君が去った代りに 

f-inoj木村,大原の參加お得た;9月2日:9 

日，新たにS-ro森が參加;16日;23 H, 

gvidanto野島が今口貰って來た輕いBonus 

袋から1枚扎割いて四條河原町のBierejo 

"Nova Kioto"で novaj grupanoj 歡迎の 

postkunsidoお持つ〇 F-inoも交えて一同愉 

快に談笑。

——Adreso :京都市三條柳馬場——

Esp.硏究會
3月28日;6月4日;11日，病氣だった 

gvidanto中村は4快して今日から出席;18 

日gvidanteco代理の野島から元通り中村え; 

25日。

——Adreso:京都が寺町夷川上る 

國際時班新関社Tempo編輯局•ーー

名:：［古！ i屋

名古屋エスベラント會
7月號に發表の表リ第26囘日本エスペラ

ント大會準備委員會は中京エス界の新銳古豪 

を網规し，大會への準備は普々進行中である。 

すべてはこの非常時に於ける大會でちると言 

ふ意識のもとに吻きつ、ある。あらゆる泄動 

の指線原理はこゝから土れてこなくてはなら 

ぬ,この因難な時期に於て，我々エスベラン 

チフトの一擧乎 投足には明日のエス誌の運 

命がかゝって居る。如何程の進步をあたへ, 

何千萬の一大衆のうちからどれだけEsperanto 

に動口なI得るかー•に今［1のEsperantistoの 

雙科に擔ふて居る。そして1938年度の運勃 

に於ける責任の一半は名古屋のEsperantisto 
の上にある。今,各委員は張り切って精進し 

て居る。この時にあたって全國 Samideano 
の熱烈な支持には感謝に堪へない。姝に大伶 

準備委員會へ陣屮見舞み品を御送り下さった 

諸兄姉に於ておや。

初尊講習命複告名古屋エス伶主催 

期日8月1Hより8月31日まで每週月 

水金午後7時より 

場所電氣普及館C中區廣小路通） 

テクストエスベラント議本C30錢） 

會費2 IGI 
指璋ん丹羽正久，海松重光,由比忠之 

進，金子美雄

名古屋に知友をもたれるEsperantisto 
は，一人でも多く參加せらるゝやうおす 

、め下さい。

Adreso :中區鐵砲町2-
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SUR LA ĴURNALISMO
■■■■■■■新BMBttとエスペラント〇・■■

新： i聞

教舉斯聞5.15-17「エス語の話題（上下: 

——釋千烽」口木の精神,H本の文化を世界 

へ施すためエスペラントを襯使せよ,今は待 

っといふ態度にヒŬ得ない,と敎學人の間題 

として提示。

大阪毎日C阪神版）6ふ「來れ人阪へ，エス 

ペラントで世界に呼びかける美麗なパンフレ 

ット成る］エスペラント版案內記について寫 

眞版入りで報道。

都（北海樺太妝,束北BO 6-6丨『来洋平和 

の道』の進軍,“支那のデマもこれで霧消す 

る”とエス語學會が此界に檄」學會がエス文 

「束洋平和の道」を海外に送ったことについて 

衆道。

績賣（靜岡版）611 ，正義F!本の昂揚に麗

はしい阈民外交,洪國へ，飯塚さんのエス賂 

に凱歌」松岡の飯塚谭处郞氏がエスペラント 

文通によって思想戰參加の記事C

名古屋新聞613「農業」欄に「新農獨語, 

鍬のフランス版一柴田生」——竿者の著書 

I鍬に話る」が白木欽松氏のエスペラント譯を 

通してフランス譯のできることについて。

東京朝日（北海桦太版）6・14 「エスペラン 

ト大會」8月7 U旭川で開かれる第6囘北

海道エスベラント大會について。（佐々木昭 

咅氏報）

東京朝B 6.20「世界語で“日本認織”銃 

後にエスベラントの報國」學會發行の各種パ 

ンフレット,特にファレエル「事變下の□本印 

象記」について四段にわたる詳細な報道。

國民621「漢字廢止論の退却——法本義 

弘」非常に保守的な意見であるが，その一節 

に,厂漢字といふのは,我が世界的支那學者佐 

伯好郞氏が旣に三十餘年前に喝破してゐる如 

く東亞のエスペラントなのである」とある。

讀妾6.28「議畫三千枚携へ,世界卅ヶ國 

を巡歴,''百萬圆兄弟''私設頼善使節の旅」 

學會評議I】久保伍次郎氏および同氏義弟汎氏 

が歐米30ケ國を訪問,兒竜の給畫3,000枚 

を展觀，阈際親善を深める傍ら,エスペラン 

トを礦使して各國のエスベランチストに血晁 

ニッポンを理解させようといふ計畫に・ノいて 

寫国人リで人々的に郝道。

北海タイムス629 「ま變とエスペラント 

——相澤治雄」事變ドにおけるエスベラント 

遅動ウ動向を述べ，良きスペランチストはU 
本精神の具顯者と說く。

大阪朝日6.30厂外人客は“繩のれん'•が 

好き•厂觀光大阪」の心得座談會」中大阪市 

產業部主催のこの座談僉出席者中に厂國際工 

テペラント協會H本代表進蔽静太郞氏」の名 

あり。

新 評論6月號丨國家主義と阈際詰間題 

——石川道彥」ーー「粉換期の工 

スペラント運動」とsubtitoloをつけて，エ 

スペランチストめ內在辎神の持つ愛國的全號 

的面を皈上げ,優秀なるエスベランチストは 

優秀なる革新的日本主義者であると結んでゐ 

る〇

國民評論6月號「宜欝戰の武器，國際語 

——阪東太郞」イタリアを中心 

にエスペラントを宣傅戰に利用するヨオロッ 

バ睹國の實例をあげ,最後に事變下日本の工 

スペラント運動の動向に及んでゐる。

Scientific Papers of the Institute of Physical 

and Chemical Research, No. 786, Voi.34 に 

“ Novaj Konceptoj 

pri Kombinoj Formitaj ĉe la Hidratigo de 

Portlandcemento—Sigeru Yamanen のエス 

ペラン卜文論文がある。

同 上 No. 787, Voi.34•におなじく工 

スペラント文諭文“ Analizo de 

Ia Termika Fenomeno en la Sistemo Por卜 

landcemento kaj Akvo—Tutomu Maeda"

H業化學雜誌第482號「ポルトランドセ 

メントの凝結に及ぼす附加 

物の影響に關する硏究ーー山根茂」には,エ 

スペラン卜文抄錄"Studo pri la Influo de 

Aldonitaj Substancoj al la Hardiĝo de 

Portlandcemento, IIM がついてゐる 〇

懸賞界7月夏李噌大號特輯附錄「文藝 

辭典」中に「エスペラント文厚J 
の項あリ。（佐々木昭彥氏報）
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〔公 告〕

エスペラント運動後援會

報告（第三年）3

★第13囘幹事會6月19日（日）1・3〇- 

5.30學會にて。（出席）三ツ石,岩下,伊 

藤,久保,大崎,江上.萬澤・松一本.石堂, 

石川,增田,酒井。他に,大石理事長,美 

野田,大井兩理事,鈴木,淸水,梅地三監 

事。ならびに三宅書記。

〔協議•法定事項J
この日の幹事會は，i臨時學會役員會と 

合同で開催された。

それは,この席上で，後援會の事業報 

吿をかねて,轴三年度の本會の仕事の基 

址的な理念について,幹事會・の意見をの 

ベ,役員會の忌憚のない批判を聴いて, 

もって,理事評議員・後援會幹事の-•體 

的協力の實現をはかるにあったためであ 

る〇

□本エスペラント運動の縄導原理の明 

示に關する學會のステートメント發表の 

件が上程され,滿場異議なく可決,これ 

を起草畫員會へ附託することに決定。

束京エスペラント侃樂部委員會，後援 

會幹事,學會書記•理事評議員會の三位 

・體的協扶の實現へ邁進せんことを,滿 

埸一致.可決，實行にかかることとなる。

全國同志の,エスペラント迅動後援命 

への經濟的支持が各人より希望された。

—酒井——

會計部からお願ひ 今年度收入は前年

度からの繰越金を加へて，6月游口まで 

に,下記のとほり801圆01錢に達しま 

すが,これに塞よして，支出は,パンフレッ

ト印刷費,海外への發送費その他を加て, 

847閱79錢に上!）,幾分の赤字となリi

した。これは勿論,まもなく kovriでき 

ると思ひますが,つぎつぎにplanoを實 

現してゆくには一層の御援助を必要とし

ます。どうか,どしどし御寄附下さいま 

すやうお願ひいたします。

——松本一
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-------------本郷だより

各地を襲ふた水害にお逢ひ 

になった方が,學會倉員や本 

誌の讀者の中にゐらっしゃリ 

はしないでせうか。その被害 

のあった地方の方々へ扭見舞 

ひ申しあげます。地方の新聞 

には,東京もひどい損害を被 

ったやうに書いてあるさうで 

すが,本鄕はさうした心配の 

仝然たいところですから，御 

安心ください。

個•人•消•息
新博士名占屋の會員成山 

常次郞氏は,今冋醫學博士の 

學位を得られた。

磯割無歸朝アメリカの力 

リフォルニア人學に留學中で 

あった,磯部幸了孃は,6月 

14日爲朝された;

久保氏渡歐別項で報逍の 

とほリ，久保貞次郞氏は,8月 

4日川發アメリカを經てヨオ 

ロッパへ行かれS 〇

ずゐ斗ん長 

く降りつづい 

た雨でしたが 

今日---------- ヒ月

五日——はすっかり晴れて， 

ずゐぶん暑い日です。

バルフ•國策に從って,六月 

號以來,本誌の用紙の質をす 

こし落しました。また,この 

數ヶ月以來，印刷部數をだん 

だん少くして來ました。この 

のちとも，ますますこの方針 

を强めてゆくことにしてをり 

ます。

それで——

1. 每月,書店で托買求め 

の方は，この際,一定の書店で 

一年分豫約しておいて < ださ 

い。大取次店へ割當てる部數 

を次第に制限してゆきますた 

め,賣上率の低い書店へはま 

はりかねることができます。

2. 學命會員は，御面倒で 

も,會費をできるだけ正確な 

期日にお拂ひこみください。 

從來は,會員へは,退會のお 

申出でがない力、ぎリ，なるべ 

<,相當の期間ひきつづき雜 

誌をお送りする力針をとって 

をりましたが,今後は,かう 

した手心にも加減を加へるは 

ずです。會費の切れる月に「前. 

金切」の印を捺し，振替用紙 

をはさんでおきますから,な 

るべく,その月のうちに,次 

囘分をお拂込みください。

資源を守る意味で，なるペ 

くむだを省くことに御協力く 

ださい。・

また,おなじ意味で寫眞版 

の數も減らすことにしまし 

た。それで,さしあたり,各 

地報逍欄の寫眞は，主毀な命 

合のものにとどめたいとおも 

ひます。しかし,こちらの 

arkivo用としてお送りくださ 

るのは,よろこんでお受けし 

ます。 ‘匕玛

今までにも，たびたび繰り 

かへし述べたことですが，海 

外のエスペランチストと文通 

してゐらっしゃる方は,その 

内容について,よく御注意く 

ださい〇 Mijake-Ŝihej

廣 告 .•一

財團法人日本エスペラント學會會員募集 會 費
日本のエスペラント運動を國策の線に副うて邦家のために 

役立てるためには,まづ財團法人日本エスペラント學會の陣 

容を强化しなければなりません。まだ,學窃の會貝になって 

ゐられ齐い方は,ぜひ御入會下さい〇會員には"La Revuo 

Orienta Cエスペラント）を配布します〇

正會員（一•年分〉3 »1

普通會員 2圓40錢

賛助會員 5 圓

特別會員 10 M

入會案內書は申込次第進呈 終身會員〔一時金）100 M

毎
月 
日:

一囘 

發行 エス ペ ラ

編 
發 人

大 井 學

印 刷 人 竹 田 佐 藏

印 刷 所
一

匡印 刷 所

ント
第七年 

第八號
昭®十三第七月十日 

昭和十三年ハ牙一 H
即a!納車 

a 1?

察京市8>田鼻三!3灯ニノ固

定價一部20錢•送料5厘 
滿•鮮•臺は22錢

6月分1圓20錢・送料共

1年分2圓40錢・送料共

薯皺日本エスペラント學會躍常
所 東京市本鄉區元町1丁目13番地4 電話小石川5415
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REVUO ORIENTA
Monate eldo natri de

Japana Esperanto-Instituto 
Japanujo, TOKIO, Ik)ngo-Motomaĉi 

Abonkotizo : 4 jeri.
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よ新撰gス和辭典船!

エス和辭典中最良なるものとして定評ある木書はすで 

に五十版に達し我が國エコペラント運動史上に燦然走 

る金字塔を築3あげた。型はポケットに忍ばすに適す 
る小型であるが,語鬼は最新のものに到るまで收载し 

て最も豊富であノ 譯韶は最も正確である。
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語彙最新 
譯語正確 
印刷鮮明 

携帶至便
見出話約七萬;各種/凹語，垠新語删s 
携需に至便なコンサイス型(7.5x15 cm) 
二段組,一段C7行・總紙數821H 
優美で,墜牢な革表紙，浦洒な金文彳:入 

薄手で'侵秀なユニオン!3印2G听紙使川 

鮮明無比な最新技術による寫眞凸版印刷 

普通語魏674頁,人名,地名,星座名:〇頁 

和文エス評その他【1常必要な附錄53頁

內容最大 
典據明白 

製本堅牢 

價格至廉
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內容見本入詳細な說明書お巾込次第送呈
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